
  

  

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

23年３月期第１四半期  904  △2.3  8  △81.3  △9 ―  △4 ― 

22年３月期第１四半期  925  △1.7  45  300.7  31  41.9  △5 ― 

  
１株当たり 
四半期純利益 

潜在株式調整後
１株当たり 
四半期純利益 

  円 銭 円 銭 

23年３月期第１四半期  △0  55 ― 

22年３月期第１四半期  △0  57 ― 

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

23年３月期第１四半期  4,699  1,831  38.2  200  03

22年３月期  5,038  1,862  36.3  203  43

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 1,796百万円 22年３月期 1,826百万円

  
年間配当金

第１四半期末 第２四半期末 第３四半期末 期末 合計 

  円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 

22年３月期 ―   0 00 ― 3 00  3  00

23年３月期 ―  

23年３月期（予想）  0 00 ― 3 00  3  00

  （％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）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 
１株当たり
当期純利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭 

第２四半期（累計）  1,800  △16.3  30  △83.1  0 △100.0  0 △100.0  0  00

通期  4,500  △7.6  360  △33.0  300  △39.9  150  △41.7  16  70



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

（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 

②  ①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） 

  
  

※  四半期レビュー手続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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算

短信の開示時点において、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中であります。 

  

※  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記載の予想値と異なる可能性があります。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 8,987,700株 22年３月期 8,987,700株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 8,259株 22年３月期 8,259株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 8,979,441株 22年３月期１Ｑ 8,979,441株
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（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 貸倒れ見積高の算定、その他影響額が僅少なものについて、一部簡便的な手続きを用いております。 

  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更 

 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 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、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。 

  

②表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第1四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失（△）」の科目で表示しております。 

   

１．その他の情報



２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

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 579,876 470,379

受取手形及び売掛金 932,510 1,375,776

仕掛品 235,074 254,039

原材料及び貯蔵品 69,418 72,391

繰延税金資産 56,914 51,066

その他 71,295 55,867

貸倒引当金 △6,720 △7,701

流動資産合計 1,938,368 2,271,818

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 457,579 466,383

機械装置及び運搬具（純額） 41,543 43,318

土地 1,900,031 1,900,031

リース資産（純額） 3,708 3,928

その他（純額） 33,513 34,889

有形固定資産合計 2,436,376 2,448,550

無形固定資産 158,285 158,716

投資その他の資産   

投資有価証券 30,574 36,412

繰延税金資産 13,917 2,540

その他 135,775 134,865

貸倒引当金 △14,100 △14,100

投資その他の資産合計 166,167 159,718

固定資産合計 2,760,830 2,766,985

資産合計 4,699,199 5,038,804



（単位：千円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 621,355 701,603

短期借入金 1,273,768 1,292,648

リース債務 876 857

未払法人税等 16,494 128,761

賞与引当金 13,120 50,846

工事損失引当金 44,000 51,409

その他 258,779 268,901

流動負債合計 2,228,395 2,495,028

固定負債   

長期借入金 333,420 375,792

リース債務 3,231 3,458

退職給付引当金 212,563 203,039

役員退職慰労引当金 － 99,027

その他 89,617 －

固定負債合計 638,833 681,317

負債合計 2,867,229 3,176,345

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,437 890,437

資本剰余金 104,015 104,015

利益剰余金 780,879 812,783

自己株式 △902 △902

株主資本合計 1,774,430 1,806,334

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,166 6,209

為替換算調整勘定 19,534 14,157

評価・換算差額等合計 21,701 20,366

少数株主持分 35,837 35,757

純資産合計 1,831,969 1,862,458

負債純資産合計 4,699,199 5,038,804



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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 925,395 904,343

売上原価 700,734 726,480

売上総利益 224,661 177,862

販売費及び一般管理費   

役員報酬 19,458 19,960

給料及び手当 72,097 67,479

賞与引当金繰入額 12,102 8,760

退職給付費用 3,799 3,171

役員退職慰労引当金繰入額 1,790 1,790

減価償却費 2,602 2,403

その他 67,738 65,874

販売費及び一般管理費合計 179,587 169,439

営業利益 45,073 8,423

営業外収益   

受取利息 61 37

受取配当金 304 324

その他 6,028 1,111

営業外収益合計 6,393 1,474

営業外費用   

支払利息 13,388 9,497

為替差損 6,561 9,962

その他 398 132

営業外費用合計 20,348 19,591

経常利益又は経常損失（△） 31,118 △9,693

特別利益   

前期損益修正益 － 519

貸倒引当金戻入額 301 －

固定資産売却益 － 2

特別利益合計 301 521

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（△）

31,419 △9,172

法人税、住民税及び事業税 53,341 13,429

法人税等調整額 △10,936 △15,411

法人税等合計 42,405 △1,982

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △7,189

少数株主損失（△） △5,870 △2,224

四半期純損失（△） △5,115 △4,965



 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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