
  

   

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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（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  1,655  △34.3  △43  －  △13  －  △18  － 

22年３月期第１四半期  2,520  162.2  △204  －  △235  －  △241  － 

  
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  87  －      

22年３月期第１四半期  △11  63  －      

  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  11,270  4,374  38.8  211  41

22年３月期  12,088  4,434  36.7  214  28

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 4,374百万円 22年３月期 4,434百万円

  
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 －     2 00  2  00

23年３月期 －      

23年３月期（予想）  0 00 －     2 00  2  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）  4,000  △38.6  △230 －  △180 ─  △190 －  △9  18

通期  12,700  △9.9  200  △28.1  290  26.6  280  39.3  13  53



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 

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 

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、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を実施しております。  

  

※  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大きく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 20,746,000株 22年３月期 20,746,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 54,981株 22年３月期 54,575株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 20,691,087株 22年３月期１Ｑ 20,694,251株
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（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. 簡便な会計処理 

   ①棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末における主な棚卸資産の棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し、前連結会

計年度末に係る実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定しております。 

 また、当第１四半期連結会計期間末の棚卸資産の簿価切り下げに関しては、収益性の低下が明らかなものに

ついてのみ正味売却価額を見積もり、簿価切り下げを行う方法によっております。 

      ②原価差異の配賦方法 

 棚卸資産への按分計算については実施せず、当第１四半期連結会計期間において発生した原価差異の全額を売

上原価へ計上しております。 

      ③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。 

 ２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

  

（3）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、営業損失、経常損失はそれぞれ28千円増加しており,税金等調整前四半期純損失は2,650千円増加

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3,450千円であります。 

 ２.表示方法の変更   

（四半期連結損益計算書） 

  「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
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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 240,974 440,064

受取手形及び売掛金 5,355,523 6,393,177

商品及び製品 1,036,044 815,671

仕掛品 1,082,468 896,441

原材料及び貯蔵品 30,118 31,491

短期貸付金 50,080 50,140

その他 80,971 72,569

貸倒引当金 △45,860 △49,256

流動資産合計 7,830,318 8,650,297

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,524,651 1,519,190

減価償却累計額 △1,112,279 △1,094,249

建物及び構築物（純額） 412,372 424,941

機械装置及び運搬具 2,593,660 2,590,661

減価償却累計額 △2,261,311 △2,228,374

機械装置及び運搬具（純額） 332,349 362,287

土地 2,098,731 2,098,731

リース資産 32,550 28,980

減価償却累計額 △13,789 △11,466

リース資産（純額） 18,761 17,514

建設仮勘定 59,158 －

その他 203,403 204,357

減価償却累計額 △183,041 △182,658

その他（純額） 20,362 21,699

有形固定資産合計 2,941,733 2,925,172

無形固定資産   

無形固定資産合計 16,826 17,630

投資その他の資産   

投資有価証券 322,405 327,123

破産更生債権等 37,808 37,808

その他 158,449 167,741

貸倒引当金 △37,808 △37,808

投資その他の資産合計 480,854 494,864

固定資産合計 3,439,413 3,437,666

資産合計 11,269,731 12,087,963
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（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 2,549,038 3,590,410

短期借入金 1,761,768 1,334,094

未払法人税等 7,452 18,690

前受金 32,569 19

賞与引当金 67,629 116,619

完成工事補償引当金 54,471 59,644

工事損失引当金 3,347 39,370

その他 275,525 307,206

流動負債合計 4,751,799 5,466,052

固定負債   

繰延税金負債 614,504 614,675

退職給付引当金 1,131,046 1,135,565

役員退職慰労引当金 26,160 46,102

負ののれん 351,531 374,021

資産除去債務 3,461 －

その他 17,044 17,819

固定負債合計 2,143,746 2,188,182

負債合計 6,895,545 7,654,234

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,665,000 1,665,000

資本剰余金 1,006,641 1,006,641

利益剰余金 1,692,084 1,751,419

自己株式 △14,187 △14,153

株主資本合計 4,349,538 4,408,907

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,648 24,822

評価・換算差額等合計 24,648 24,822

純資産合計 4,374,186 4,433,729

負債純資産合計 11,269,731 12,087,963
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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：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 2,519,537 1,655,100

売上原価 2,281,172 1,360,931

売上総利益 238,365 294,169

販売費及び一般管理費   

販売費 291,494 222,749

一般管理費 151,126 114,076

販売費及び一般管理費合計 442,620 336,825

営業損失（△） △204,255 △42,656

営業外収益   

受取利息 58 5,005

受取配当金 544 572

たな卸資産売却益 4,085 910

負ののれん償却額 2,862 22,490

その他 3,440 7,221

営業外収益合計 10,989 36,198

営業外費用   

支払利息 12,524 3,420

持分法による投資損失 18,700 2,163

その他 10,737 1,218

営業外費用合計 41,961 6,801

経常損失（△） △235,227 △13,259

特別利益   

保険解約返戻金 － 3,212

特別利益合計 － 3,212

特別損失   

投資有価証券評価損 3,092 －

ゴルフ会員権評価損 － 286

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,622

特別損失合計 3,092 2,908

税金等調整前四半期純損失（△） △238,319 △12,955

法人税、住民税及び事業税 2,282 4,999

法人税等合計 2,282 4,999

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △17,954

四半期純損失（△） △240,601 △17,954
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  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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