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(百万円未満切捨て)

１．平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日）
　（１）連結経営成績（累計） (％表示は対前年同四半期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

　23年3月期第1四半期
　22年3月期第1四半期

　円　　銭 　円　　銭

　23年3月期第1四半期
　22年3月期第1四半期

　（２）連結財政状態

百万円 百万円 ％ 　円　　銭

　23年3月期第1四半期
22年3月期

(参考)　自己資本　23年3月期第1四半期　51,918百万円　　22年3月期　50,855百万円

２．配当の状況

　円　　銭 　円　　銭 　円　　銭 　円　　銭 　円　　銭

22年3月期
23年3月期
23年3月期（予想）

(注)　当四半期における配当予想の修正有無 ： 無

３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日）

(％表示は通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 　円　　銭

(注)　当四半期における業績予想の修正有無 ： 無
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４．その他 （詳細は、【添付資料】　P.2「その他の情報」をご覧下さい。）
（1）期中における重要な子会社の異動 ： 無

新規 　-社　（          -）　、 除外   -社　（          -）
（注） 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。

（2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有　
（注） 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

（3）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
  ①会計基準等の改正に伴う変更 ： 有　
  ②①以外の変更 ： 無

（注） 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、

　　　表示方法等の変更の有無となります。

（4）発行済株式数（普通株式）
  ①期末発行済株式数（自己株式を含む）
  ②期末自己株式数
  ③期中平均株式数（四半期累計）

※　四半期レビュー手続きの実施状況に関する表示
　この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時
　点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
　本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断
　する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提と
　なる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信【添付資料】P.2「連結業績予想
　に関する定性的情報」をご覧ください。

30,272,503株 23年3月期1Q  22年3月期 30,272,503株

29,965,956株
 23年3月期1Q 309,599株  22年3月期 308,988株
 23年3月期1Q 29,963,183株  22年3月期1Q
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1)連結経営成績に関する定性的情報

　当第1四半期における我が国の経済は､アジアを中心とした海外経済の回復による輸出

と生産の増加、企業収益の改善やそれによる設備投資の下げ止まり、経済対策の効果な

どにより最悪期を脱し、景気は、緩やかな回復が見られました。

　当社グループの主要需要業界である自動車、半導体・液晶、建設機械、工作機械など

の各業界も着実な需要回復が見られました。

　一方、欧州諸国の財政危機や不安定な米国経済の景気減速懸念から円高や株安もあり

先行きの不透明感が増しております。

　このような環境下、当第1四半期の連結売上高は、119億4千8百万円と前年同期に比べ

38億9千2百万円増(48.3%増)となりました。損益面でも､増収を主因に営業利益は1億9千

9百万円となり、前年同期比9億4千7百万円の増加となりました。また持分法適用会社の

業績回復もあり、経常利益は、11億6千3百万円と前年同期比19億6千2百万円の増加、四

半期純利益は10億3千4百万円となり前年同期と比べて大幅に改善しました。

(2)連結財政状態に関する定性的情報

　当第1四半期末の総資産は、前期末と比較し25億5千6百万円増加し、708億9千7百万円

となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金の増加を主要因に前期末と比較し14億

2千6百万円増加の286億9千万円となりました。固定資産は、前期末と比較し11億2千9百

万円増加し、422億6百万円となりました。持分法適用会社の利益増加による投資有価証

券の増加が主な要因であります。

　負債合計は、前期末と比較し14億3千7百万円増加し、182億7千8百万円となりました。

支払手形及び買掛金の増加が主な要因であります。

　純資産合計は、前期末と比較し11億1千9百万円増加し526億1千8百万円となりました。

四半期純利益10億3千4百万円による利益剰余金の増加が主な要因であります。

(3)連結業績予想に関する定性的情報

　今後の見通しにつきましては、引き続き緩やかな景気回復が期待出来るものの、欧米

の景気減速懸念や厳しい雇用・所得環境、円高の進行や株安など先行き不透明な状況が

見込まれます。従いまして、現時点では平成22年5月14日に公表しました第2四半期連結

累計期間及び通期の業績予想の修正を行っておりません。

２．その他の情報

(1)重要な子会社の異動の概要

該当事項はありません。

(2)簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

①固定資産の減価償却費の算定方法

　　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

　按分して算定する方法によっております。

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　　法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要

　なものに限定する方法によっております。

　　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等

　かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度

　末において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっ

　ております。
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(3)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

　当第1四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準

第18号　平成20年3月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業

会計基準適用指針第21号　平成20年3月31日）を適用しております。

　これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ0百万円減少し、税金等調整前四半期純

利益は3千5百万円減少しております。 また、当会計基準等の適用開始による資産除去

債務の変動額は3千5百万円であります。
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,767 8,863

受取手形及び売掛金 14,717 13,633

たな卸資産 3,643 3,451

繰延税金資産 613 441

その他 1,024 948

貸倒引当金 △75 △74

流動資産合計 28,690 27,264

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 11,404 11,574

機械装置及び運搬具（純額） 2,005 2,078

工具、器具及び備品（純額） 484 494

土地 2,626 2,624

建設仮勘定 89 50

その他（純額） 223 208

有形固定資産合計 16,833 17,030

無形固定資産 666 494

投資その他の資産

投資有価証券 22,897 21,617

長期貸付金 188 193

繰延税金資産 797 906

その他 910 924

貸倒引当金 △88 △90

投資その他の資産合計 24,705 23,550

固定資産合計 42,206 41,076

資産合計 70,897 68,340

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,753 8,906

短期借入金 1,392 1,404

未払法人税等 97 96

賞与引当金 977 499

その他 1,142 1,077

流動負債合計 13,363 11,983

固定負債

長期借入金 600 600

退職給付引当金 2,870 2,827

役員退職慰労引当金 199 201

負ののれん 81 90

その他 1,163 1,138

固定負債合計 4,914 4,857

負債合計 18,278 16,840
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 8,060 8,060

資本剰余金 7,608 7,608

利益剰余金 38,825 38,030

自己株式 △380 △379

株主資本合計 54,113 53,320

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 58 142

為替換算調整勘定 △2,253 △2,607

評価・換算差額等合計 △2,195 △2,464

少数株主持分 700 644

純資産合計 52,618 51,499

負債純資産合計 70,897 68,340
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(2) 四半期連結損益計算書

【第１四半期連結累計期間】

（単位：百万円）

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年６月30日)

売上高 8,056 11,948

売上原価 6,236 8,949

売上総利益 1,819 2,999

販売費及び一般管理費 2,567 2,799

営業利益又は営業損失（△） △747 199

営業外収益

受取利息 2 4

受取配当金 28 30

業務受託料 79 115

持分法による投資利益 － 1,050

その他 44 28

営業外収益合計 154 1,229

営業外費用

支払利息 11 11

業務受託費用 113 118

持分法による投資損失 74 －

為替差損 － 128

その他 7 6

営業外費用合計 206 266

経常利益又は経常損失（△） △799 1,163

特別利益

固定資産売却益 2 13

貸倒引当金戻入額 6 －

その他 － 5

特別利益合計 8 19

特別損失

固定資産除却損 8 －

投資有価証券評価損 6 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 35

その他 0 3

特別損失合計 15 39

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△806 1,143

法人税、住民税及び事業税 17 67

法人税等調整額 94 △2

法人税等合計 112 65

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,077

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 43

四半期純利益又は四半期純損失（△） △917 1,034
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　(3)継続企業の前提に関する注記

　　　該当事項はありません。

　(4)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　　　該当事項はありません。
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