


 

 

 
(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） 

 

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報告書のレビュー手続を実施していま
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異なる可能性が
あります。 
 なお、平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年５月12日に公表いたしました業績
予想に変更はございません。 

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 (社名    ―    )、除外  ―社 (社名    ―    )

(注)当四半期会計期間における連結範囲の変更に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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 3,500,000株 22年３月期 3,500,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 1,631株 22年３月期 652株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 3,499,240株 22年3月期１Ｑ 3,499,348株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示
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該当事項はありません。  

（簡便な会計処理） 

該当事項はありません。  

 （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

原価差異の繰延処理 

季節的に変動する操業度により発生した原価差異のうち、原価計算期間末までにほぼ解消が見込ま

れるものについては、当該原価差異を流動資産（その他）として繰り延べております。 

(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、営業損失及び経常損失はそれぞれ511千円増加し、税金等調整前四半期純損失は、

5,315千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28,098

千円であります。 

(企業結合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、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年

12月26日）、「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）、

「「研究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事

業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基

準」（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計

基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。 

該当事項はありません。  

  

  

１. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 1,471,870 1,350,863

受取手形及び売掛金 1,621,794 5,094,927

商品 518,098 432,161

仕掛品 227,346 81,366

原材料 87,099 78,479

繰延税金資産 246,773 201,704

その他 404,559 125,888

貸倒引当金 △107 △447

流動資産合計 4,577,434 7,364,944

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,459,357 1,438,736

減価償却累計額 △690,871 △686,210

減損損失累計額 △77,472 △77,472

建物及び構築物（純額） 691,014 675,052

機械装置及び運搬具 973,455 966,475

減価償却累計額 △798,692 △777,090

減損損失累計額 △1,051 △1,051

機械装置及び運搬具（純額） 173,711 188,332

工具、器具及び備品 410,128 426,119

減価償却累計額 △254,815 △268,522

減損損失累計額 △28,503 △28,503

工具、器具及び備品（純額） 126,809 129,093

土地 673,403 673,403

建設仮勘定 4,813 3,998

有形固定資産合計 1,669,751 1,669,880

無形固定資産 103,143 111,474

投資その他の資産

投資有価証券 90,368 94,518

前払年金費用 64,089 55,346

繰延税金資産 103,871 95,944

その他 413,354 405,763

貸倒引当金 △80,133 △80,133

投資その他の資産合計 591,551 571,439

固定資産合計 2,364,446 2,352,793

資産合計 6,941,881 9,717,737
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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

買掛金 1,126,344 3,513,268

1年内返済予定の長期借入金 140,000 170,000

1年内支払予定のリース債務 20,445 18,445

未払法人税等 21,177 289,302

賞与引当金 41,560 356,637

短期解約損失引当金 5,672 5,750

その他 818,257 452,865

流動負債合計 2,173,457 4,806,269

固定負債

長期借入金 － 12,500

リース債務 3,445 6,475

資産除去債務 28,098 －

退職給付引当金 10,367 －

その他 146,956 155,610

固定負債合計 188,868 174,586

負債合計 2,362,325 4,980,855

純資産の部

株主資本

資本金 523,018 523,018

資本剰余金 498,705 498,705

利益剰余金 3,550,825 3,703,909

自己株式 △1,080 △468

株主資本合計 4,571,468 4,725,163

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,086 11,717

評価・換算差額等合計 8,086 11,717

純資産合計 4,579,555 4,736,881

負債純資産合計 6,941,881 9,717,737
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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 2,555,577 2,416,133

売上原価 1,937,049 1,791,027

売上総利益 618,527 625,105

販売費及び一般管理費 729,411 680,763

営業損失（△） △110,883 △55,658

営業外収益

受取利息 44 15

受取配当金 377 861

販売表彰金収入 891 299

その他 499 1,604

営業外収益合計 1,813 2,780

営業外費用

支払利息 2,243 1,263

支払手数料 1,174 1,190

その他 3,605 7,235

営業外費用合計 7,022 9,689

経常損失（△） △116,092 △62,567

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 340

負ののれん発生益 － 3,578

特別利益合計 － 3,918

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,804

投資有価証券評価損 － 8,856

特別損失合計 － 13,660

税金等調整前四半期純損失（△） △116,092 △72,309

法人税、住民税及び事業税 △119 17,041

法人税等調整額 △44,722 △43,071

法人税等合計 △44,842 △26,029

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △46,279

四半期純損失（△） △71,250 △46,279
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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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