
  

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：有 

  

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：有 
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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  6,599  87.0  738  －  736  －  380  －

22年3月期第１四半期  3,529  △62.8  △298  －  △199  －  △111  －

  
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  29  63        －

22年3月期第１四半期  △8  65        －

  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  20,494  11,452  55.9  891  96

22年3月期  20,105  11,158  55.5  869  11

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 11,452百万円 22年3月期 11,158百万円

  
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      － 5 00  5  00

23年3月期        －

23年3月期（予想）  0 00      － 37 00  37  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）  13,310  64.9  1,210  －  1,240  －  690  －  53  74

通期  26,730  37.2  2,060  －  2,110  －  1,200  －  93  46



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「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説明 

 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が実施中です。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．平成22年５月12日に公表いたしました連結業績予想について本資料において修正しております。 

２．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含

んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 12,840,000株 22年3月期 12,840,000株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 592株 22年3月期 592株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 12,839,408株 22年3月期１Ｑ 12,839,408株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

① 業績結果 

当第１四半期連結累計期間の当社グループの売上高は、世界的な金融危機による景気低迷からの回復を受け、

前連結会計年度から引き続き、緩やかな回復基調のもと推移しました。また、利益面は、売上高の回復と経費削減

への取り組みにより、営業利益および経常利益いずれも前年同四半期比で大きく改善しました。 

 なお、当社は、商品の評価方法を、当連結会計年度より後入先出法から総平均法に変更しております。この変更

により、営業利益および経常利益がそれぞれ2億5千6百万円の増加となっております。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高65億9千9百万円（前年同四半期比87.0％増）、営業利

益は7億3千8百万円（前年同四半期は営業損失2億9千8百万円）、経常利益7億3千6百万円（前年同四半期は経常損

失1億9千9百万円）、四半期純利益は3億8千万円（前年同四半期は四半期純損失1億1千1百万円）となりました。 

  

② 当社を取り巻く環境と施策 

当社グループ業績に影響度の高い半導体製造装置業界および液晶製造装置業界、工作機械業界、事務機器業界、

自動車関連業界は、新興国向けの輸出の回復や政府の景気対策の効果等により、前連結会計年度から引き続き生産

に回復の動きが見られました。また、低迷していた設備投資にも緩やかではありますが回復の兆しが見え始め、中

でも半導体関連業界は、世界的な需要回復により、設備投資に大幅な回復が見られました。 

一方、非鉄金属の市況は、アルミ地金がトン当たり期初の24万3千円から６月は21万9千円に、銅地金はトン当た

り期初の73万円から６月は64万円と共に下落傾向にあり、ステンレス鋼板はトン当たり期初の30万円から６月は35

万7千円となり、上昇しました。 

このような状況の下で当社グループは、無駄の排除とあらゆる業務の効率化、簡素化などによる経費削減の実施

によりコスト競争力の強化を図ると共に、引き合いに対するフォローを徹底する等の営業強化による受注率の向上

を図り、業績の回復に努めて参りました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末の資産合計は、204億9千4百万円と、対前連結会計年度末比で1.9％、3億8千9百万

円増加しました。 

 流動資産は、141億3百万円と、対前連結会計年度末比で4.7％、6億3千3百万円増加しました。主な増加要因は、

売上高の増加に伴う受取手形及び売掛金の増加7億2千万円であります。 

 固定資産は、63億9千万円と、対前連結会計年度末比で△3.7％、2億4千4百万円減少しました。主な減少要因

は、減価償却費の計上により有形固定資産が1億1千9百万円減少したことであります。  

 負債合計は、90億4千2百万円と、対前連結会計年度末比で1.1％、9千6百万円増加しました。 

 純資産は、114億5千2百万円と、対前連結会計年度末比で2.6％、2億9千3百万円増加しました。主な増加要因

は、四半期純利益の計上により、利益剰余金が3億1千6百万円増加したことであります。 

 また、１株当たり純資産は、891円96銭と前連結会計年度末比で22円85銭増加しました。 

 以上の結果、自己資本比率は、前期末の55.5%から55.9%となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は、営業活動による資

金の純増9億3千5百万円、投資活動による資金の純減1千4百万円、財務活動による資金の純減11億円等により前連

結会計年度末に比べ1億7千9百万円減少し、32億3千7百万円となりました。  

 当第１四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュ・フローは9億3千5百万円の純増（前年同期は9百万円の純減）となりました。 

 主な要因は、税金等調整前四半期純利益6億6千4百万円、減価償却費1億4千万円、売上債権の増加額7億1千9百

万円、仕入債務の増加額8億2千7百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、1千4百万円の純減（前年同期は6千6百万円の純減）となりました。 

 主な内容は、有形固定資産の取得による支出9百万円であります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、11億円の純減（前年同期は1億1千5百万円の純減）となりました。 

 内容は、短期借入金の返済による支出10億4千3百万円と配当金の支払額5千6百万円であります。 

  

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の第２四半期（累計）および通期連結業績予想は、当第１四半期連結累計期間までの業績と現在

の市場状況を勘案した結果、平成22年５月12日に公表した数値を上回る見込みとなりました。これに従い、サマリ

ー情報「３．平成23年３月期の連結業績予想」のとおり業績予想を修正しております。なお、詳細は平成22年８月

６日に別途公表している「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

（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 

 税金費用は、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実

効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。ただし、当該見積

実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法定実効税率を使用する方法に

より計算しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①棚卸資産の評価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、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成20年９月

26日）を適用し、商品の評価方法を後入先出法から総平均法に変更しております。 

 これにより、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ2億5千6百万円増

加しております。 

②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、営業利益及び経常利益は1百万円、税金等調整前四半期純利益は2千9百万円減少しております。

  

２．その他の情報



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 3,237,431 3,416,463

受取手形及び売掛金 7,424,795 6,704,211

商品及び製品 3,262,902 3,153,944

原材料及び貯蔵品 20,021 20,797

繰延税金資産 59,134 59,091

その他 109,971 136,126

貸倒引当金 △10,304 △20,160

流動資産合計 14,103,952 13,470,474

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,612,619 6,611,228

減価償却累計額 △4,231,970 △4,174,263

建物及び構築物（純額） 2,380,649 2,436,964

機械装置及び運搬具 2,520,645 2,515,292

減価償却累計額 △1,313,872 △1,252,728

機械装置及び運搬具（純額） 1,206,772 1,262,564

土地 1,856,423 1,856,423

建設仮勘定 760 1,525

その他 509,444 511,822

減価償却累計額 △435,762 △431,055

その他（純額） 73,682 80,767

有形固定資産合計 5,518,288 5,638,245

無形固定資産 192,317 202,925

投資その他の資産   

投資有価証券 441,698 554,437

繰延税金資産 57,481 33,071

その他 180,941 206,154

投資その他の資産合計 680,121 793,662

固定資産合計 6,390,727 6,634,833

資産合計 20,494,680 20,105,308



（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 7,628,803 6,800,681

短期借入金 500,000 1,530,275

未払法人税等 206,549 －

役員賞与引当金 11,968 8,125

未払費用 452,826 393,467

その他 157,768 79,493

流動負債合計 8,957,916 8,812,042

固定負債   

退職給付引当金 13,219 22,563

役員退職慰労引当金 － 82,027

その他 71,344 29,815

固定負債合計 84,564 134,405

負債合計 9,042,480 8,946,448

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 621,397 621,397

利益剰余金 9,752,145 9,435,953

自己株式 △713 △713

株主資本合計 11,372,830 11,056,637

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 91,056 128,133

為替換算調整勘定 △11,686 △25,910

評価・換算差額等合計 79,369 102,222

純資産合計 11,452,199 11,158,860

負債純資産合計 20,494,680 20,105,308



（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 3,529,685 6,599,594

売上原価 3,027,415 5,049,057

売上総利益 502,270 1,550,537

販売費及び一般管理費 800,653 812,272

営業利益又は営業損失（△） △298,383 738,264

営業外収益   

受取利息 152 168

受取配当金 6,740 6,596

不動産賃貸料 18,285 15,300

為替差益 86,663 －

その他 2,811 769

営業外収益合計 114,653 22,834

営業外費用   

支払利息 7,232 3,011

不動産賃貸費用 3,367 3,072

支払手数料 1,146 773

為替差損 － 16,976

その他 4,336 884

営業外費用合計 16,082 24,718

経常利益又は経常損失（△） △199,811 736,381

特別利益   

役員賞与引当金戻入額 － 8,125

特別利益合計 － 8,125

特別損失   

投資有価証券評価損 － 51,565

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28,623

特別損失合計 － 80,188

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（△）

△199,811 664,317

法人税等 △88,689 283,928

少数株主損益調整前四半期純利益 － 380,389

四半期純利益又は四半期純損失（△） △111,122 380,389



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

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（△）

△199,811 664,317

減価償却費 177,325 140,597

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,310 △9,855

賞与引当金の増減額（△は減少） △79,614 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19,411 3,843

退職給付引当金の増減額（△は減少） △7,855 △9,343

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,613 △82,027

受取利息及び受取配当金 △6,893 △6,765

支払利息 7,232 3,011

投資有価証券評価損益（△は益） － 51,565

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28,623

売上債権の増減額（△は増加） 1,566,306 △719,613

たな卸資産の増減額（△は増加） 450,204 △106,751

仕入債務の増減額（△は減少） △2,032,583 827,217

その他 132,222 155,524

小計 △953 940,343

利息及び配当金の受取額 6,893 6,765

利息の支払額 △5,477 △3,282

法人税等の支払額 △10,009 △8,594

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,547 935,232

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △63,114 △9,191

無形固定資産の取得による支出 △10,212 △543

投資有価証券の取得による支出 △282 △313

その他の支出 △674 △7,312

その他の収入 7,832 2,387

投資活動によるキャッシュ・フロー △66,451 △14,973

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 － △1,043,463

配当金の支払額 △115,948 △56,879

財務活動によるキャッシュ・フロー △115,948 △1,100,343

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,555 1,051

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △184,391 △179,032

現金及び現金同等物の期首残高 3,105,211 3,416,463

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,920,820 3,237,431



 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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