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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） 

 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 1,774    19.9 55     308.4 △55       ― 11   △98.9 
22 年３月期第１四半期 1,479  △34.3 13    △89.3 143    △40.5 1,083    849.8 

 
 

 
（２）連結財政状態 

 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 12,309 4,825 39.2 628   79 
22 年３月期 12,770 4,764 37.3 620   87 

(参考)自己資本 23 年３月期第１四半期 4,825 百万円 22 年３月期 4,764 百万円      

 
２．配当の状況 

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 ― 0 00 0 00   
23 年３月期 ―       

23 年３月期(予想)  0 00 ― ― ―   

(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） 

 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) 3,560   15.5 160   275.0 80     ― 50  △95.2 6    51 
通  期 7,400    9.5 340    37.6 200   10.1 120  △90.6 15    63 

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 

 
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 1    49      ― 
22 年３月期第１四半期 141    03      ― 



４．その他  （詳細は、【添付資料】3ページ「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 ：有 

（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) 23 年３月期１Ｑ 7,708,000 株 22 年３月期 7,708,000 株

②期末自己株式数 23 年３月期１Ｑ 33,774 株 22 年３月期 33,295 株

③期中平均株式数(四半期累計) 23 年３月期１Ｑ 7,674,585 株 22 年３月期１Ｑ 7,680,205 株

 

※ 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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続を実施中です。 

 

※ 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。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)２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くださ

い。 
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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１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、中国など新興国向け外需等により

企業収益の回復は見られるものの、円高やデフレ懸念に加え、雇用・所得環境の低迷か

ら個人消費が伸び悩むなど、依然として予断を許さない状況が続いております。 
   当社グループが属する業界におきましても、主要な取引先である機械工具業界や物流

業界からの受注は鈍く、激しい価格競争と相俟って未だ厳しい経営環境に置かれており

ます。 
   こうした状況の下、当社グループは、生産の中国シフト等による原価低減や固定費の

更なる圧縮に努め、経営体質の充実強化に注力してまいりました。 
   その結果、当第１四半期の売上高は 1,774,410 千円（前年同四半期比 19.9％増）、営業

利益は粗利益率が低下したものの増収や経費削減効果により 55,220 千円（前年同四半期

比 308.4％増）、経常損失は為替差損の発生により 55,288 千円（前年同四半期は経常利

益 143,141 千円）、四半期純利益はリース契約補償損失引当金の戻入により 11,428 千円

(前年同四半期比 98.9%減）となりました。 
 

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 
  （資産） 
    流動資産は、前連結会計年度末に比べて 6.8%減少し、5,822,593 千円となりました。

これは主に、現金及び預金が 304,006 千円減少したことによります。 
    固定資産は、前連結会計年度末に比べて 0.6%減少し、6,486,419 千円となりました。 
    これは主に、建物及び構築物が 47,415 千円減少したことによります。 
      この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて 3.6%減少し、12,309,012 千円となり

ました。 
(負債) 

    流動負債は、前連結会計年度末に比べて 8.5%減少し、4,651,014 千円となりました。 
これは主に、短期借入金が 342,273 千円減少したことによります。 

    固定負債は、前連結会計年度末に比べて 3.0%減少し、2,832,495 千円となりました。 
これは主に、リース契約補償損失引当金が 89,391 千円減少したことによります。 

    この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて 6.5%減少し、7,483,510 千円とな

りました。 
   （純資産） 
    純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 1.3%増加し、4,825,502 千円となりました。 

この結果、自己資本比率は 39.2%となりました。 
 
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

      今後の経済見通しにつきましては、景気浮揚の諸政策が終了する中で、原材料・資源

価格の上昇や円高の進行等により景気の回復が足踏みすることが懸念されます。 
    当社グループは、こうした見通しを踏まえ業績改善の諸施策を実施した結果、当第１

四半期の売上高は概ね計画どおりに進捗いたしました。利益面においては計画を下回る

ペースとなりましたが、これは主としてポンド安に伴う為替差損の発生によるもので、

先行き不透明な要素を残しております。 
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従いまして、今後の為替動向に注意を要するものの、当期の業績見通しにつきまして

は、現時点では平成２２年５月１４日に発表しました決算短信における業績予想からの

変更は行いません。但し、業績予想を見直す必要が生じた場合には、速やかに開示する

予定であります。 
 

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 

 

（簡便な会計処理）  

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第 1 四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと

著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸

倒見積額を算定しております。 

 

  ② 棚卸資産の評価方法 

     当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連

結会計年度末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によってお

ります。 

      また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、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り、簿価切下げを行う方法によっております。 

 

(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 

 (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、営業利益が 231 千円減少し、経常損失が 316 千円増加し、税金等調整前

四半期純利益が、13,265 千円減少しております。 

 

  (表示方法の変更） 

   前第１四半期連結累計期間において、営業外収益の「その他」に含めていた「受取賃

貸料」は、営業外収益総額の 100 分の 20 を超えたため、当第１四半期連結累計期間では

区分掲記することとしております。なお、前第１四半期連結累計期間の「その他」に含

まれる「受取賃貸料」は、27,827 千円であります。 
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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：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 1,557,763 1,861,769

受取手形及び売掛金 1,939,420 2,005,523

有価証券 299,610 299,530

商品及び製品 855,435 881,918

仕掛品 329,035 357,111

原材料及び貯蔵品 541,315 571,024

その他 302,259 273,420

貸倒引当金 △2,246 △3,805

流動資産合計 5,822,593 6,246,492

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,798,024 2,845,439

土地 2,319,600 2,319,600

その他（純額） 521,280 555,897

有形固定資産合計 5,638,905 5,720,938

無形固定資産 323,624 291,736

投資その他の資産   

その他 546,431 533,466

貸倒引当金 △22,542 △22,627

投資その他の資産合計 523,889 510,839

固定資産合計 6,486,419 6,523,513

資産合計 12,309,012 12,770,006
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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 950,403 930,794

短期借入金 3,177,551 3,519,824

1年内返済予定の長期借入金 157,300 162,250

1年内償還予定の社債 20,000 20,000

未払法人税等 41,852 47,484

賞与引当金 26,052 52,104

その他 277,855 351,167

流動負債合計 4,651,014 5,083,624

固定負債   

長期借入金 213,000 255,450

退職給付引当金 294,596 301,611

役員退職慰労引当金 466,220 462,755

リース契約補償損失引当金 1,289,290 1,378,682

資産除去債務 18,132 －

その他 551,255 522,918

固定負債合計 2,832,495 2,921,418

負債合計 7,483,510 8,005,043

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,696,500 1,696,500

資本剰余金 1,542,759 1,542,759

利益剰余金 1,702,008 1,690,580

自己株式 △9,080 △8,998

株主資本合計 4,932,186 4,920,840

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,202 2,251

為替換算調整勘定 △113,887 △158,129

評価・換算差額等合計 △106,684 △155,877

純資産合計 4,825,502 4,764,962

負債純資産合計 12,309,012 12,770,006
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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 1,479,679 1,774,410

売上原価 1,015,543 1,347,008

売上総利益 464,135 427,402

販売費及び一般管理費 450,615 372,181

営業利益 13,520 55,220

営業外収益   

受取利息及び配当金 2,924 3,832

受取賃貸料 － 24,791

為替差益 171,148 －

その他 32,684 7,262

営業外収益合計 206,757 35,886

営業外費用   

支払利息 21,171 11,805

賃借料 43,857 18,798

為替差損 － 105,111

その他 12,108 10,679

営業外費用合計 77,136 146,395

経常利益又は経常損失（△） 143,141 △55,288

特別利益   

固定資産売却益 1,455,768 －

貸倒引当金戻入額 － 34

賞与引当金戻入額 26,330 6,321

リース契約補償損失引当金戻入額 － 71,585

その他 1,233 3,211

特別利益合計 1,483,333 81,153

特別損失   

固定資産除売却損 － 1,280

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,948

過年度損益修正損 4,028 －

その他 － 22

特別損失合計 4,028 14,251

税金等調整前四半期純利益 1,622,446 11,614

法人税、住民税及び事業税 640,058 8,495

過年度法人税等 － 13,960

法人税等調整額 △100,758 △22,270

法人税等合計 539,300 185

四半期純利益 1,083,146 11,428
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(3) 継続企業の前提に関する注記

　 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）

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

　 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）

該当事項はありません。
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