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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 2,256 3.0 47 ― 57 ― 13 ー

22年３月期第１四半期 2,190 △22.8 △115 ― △113 ― △95 ―

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. 60 ―

22年３月期第１四半期 △4. 51 ―

 (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 16,955 10,143 59.3 448. 52

22年３月期 16,904 10,261 60.2 453. 91

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 10,050百万円 22年３月期 10,171百万円

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 ― 4. 00 4. 00

23年３月期 ―

23年３月期(予想) 0. 00 ― 4. 00 4. 00

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) 4,998 6.1 48 ― 78 ― 48 ― 2. 14

通期 11,000 10.6 160 ― 169 15.7 78 494.8 3. 48



 

 
(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） 

 
  

・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ますが、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財務諸表のレビュー手続を受けて

おります。 

・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。 

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 26,180,000株 22年３月期 26,180,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 3,772,653株 22年３月期 3,772,453株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 22,407,510株 22年３月期１Ｑ 21,100,562株

(注意事項)
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、世界経済の回復を背景とした緩やかな景気回

復を続けており、企業収益の回復基調から、設備投資も徐々に持ち直してきておりますが、長引く雇

用環境改善対応や国際的金融情勢の影響等により先行きを不透明なものにしております。 

このような状況の下、当企業グループは、経費削減の取組みや従業員の一時休業を継続しつつ、新

中期経営計画「オーバル フェニックス プラン 2015」に掲げた諸戦略の実行に着手してまいりまし

た。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の受注高は2,410百万円で前年同四半期に比べ4.0％の増

加、売上高は2,256百万円で前年同四半期に比べ3.0％の増加となり、利益面では営業利益47百万円(前

年同四半期は営業損失115百万円)、経常利益57百万円(前年同四半期は経常損失113百万円)、四半期純

利益13百万円(前年同四半期は四半期純損失95百万円)となりました。 
  

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ51百万円増加の16,955

百万円となりました。流動資産は、前連結会計年度末に比べ159百万円増加し、7,783百万円となりま

した。これは主に、現金及び預金が444百万円増加、受取手形及び売掛金が359百万円減少したことに

よるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ107百万円減少し、9,171百万円となりま

した。これは主に、機械装置及び運搬具が17百万円、投資有価証券が87百万円減少したことによるも

のであります。 

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ169百万円増加し、

6,811百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ232百万円増加し、2,890百万円とな

りました。これは主に、支払手形及び買掛金が34百万円、賞与引当金が80百万円及び前受金が112百万

円増加したことによるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ62百万円減少し、3,921

百万円となりました。これは主に、長期借入金が39百万円、繰延税金負債が46百万円減少したことに

よるものであります。 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ118百万円減少し、

10,143百万円となりました。これは主に、利益剰余金が76百万円、その他有価証券評価差額金が56百

万円減少したことによるものであります。 
  

現時点における第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては平成22年5月14日に公表

いたしました業績予想に変更はございません。ただし、今後の業績推移に応じて見直す必要が生じた

場合には、速やかに公表する予定です。 

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

(2) 連結財政状態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
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 該当事項はありません。 
  

①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定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。 

②法人税等の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定

する方法によっております。 
  

①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。 

この変更による、営業利益及び経常利益に与える影響は軽微であり、税金等調整前四半期純利益

は10,910千円減少しております。 

②連結財務諸表に関する会計基準の適用 

「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利

益」の科目を表示しております。 

2. 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
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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 2,106,997 1,662,364

受取手形及び売掛金 3,493,372 3,853,066

有価証券 100,000 100,000

商品及び製品 579,424 621,000

仕掛品 216,762 211,206

原材料及び貯蔵品 892,501 883,896

その他 398,297 302,573

貸倒引当金 △3,547 △9,527

流動資産合計 7,783,808 7,624,580

固定資産

有形固定資産

土地 5,554,567 5,554,291

その他（純額） 1,987,776 2,009,706

有形固定資産合計 7,542,343 7,563,998

無形固定資産 67,253 70,035

投資その他の資産

その他 1,572,383 1,655,596

貸倒引当金 △10,110 △10,110

投資その他の資産合計 1,562,273 1,645,486

固定資産合計 9,171,871 9,279,520

資産合計 16,955,679 16,904,100
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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 784,618 749,790

短期借入金 1,007,673 1,008,512

未払法人税等 57,898 61,856

賞与引当金 208,053 127,558

その他 832,249 710,526

流動負債合計 2,890,493 2,658,244

固定負債

長期借入金 485,803 524,849

再評価に係る繰延税金負債 2,001,624 2,001,624

退職給付引当金 1,190,872 1,200,895

役員退職慰労引当金 50,787 50,716

環境対策引当金 13,066 －

資産除去債務 20,328 －

負ののれん 2,859 3,434

その他 156,137 202,387

固定負債合計 3,921,479 3,983,908

負債合計 6,811,973 6,642,153

純資産の部

株主資本

資本金 2,200,000 2,200,000

資本剰余金 2,124,989 2,124,989

利益剰余金 3,277,002 3,353,176

自己株式 △402,416 △402,390

株主資本合計 7,199,575 7,275,775

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 23,193 79,695

繰延ヘッジ損益 306 △2,272

土地再評価差額金 2,867,572 2,867,572

為替換算調整勘定 △40,616 △49,664

評価・換算差額等合計 2,850,455 2,895,330

少数株主持分 93,674 90,841

純資産合計 10,143,706 10,261,947

負債純資産合計 16,955,679 16,904,100
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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 2,190,570 2,256,236

売上原価 1,483,394 1,433,778

売上総利益 707,176 822,457

販売費及び一般管理費 822,287 775,443

営業利益又は営業損失（△） △115,110 47,014

営業外収益

受取利息 1,303 940

受取配当金 3,257 2,567

持分法による投資利益 1,425 －

受取賃貸料 7,684 7,676

助成金収入 － 16,178

その他 3,788 8,727

営業外収益合計 17,459 36,090

営業外費用

支払利息 6,689 7,976

手形売却損 1,344 556

為替差損 6,459 8,508

持分法による投資損失 － 8,387

その他 1,108 506

営業外費用合計 15,600 25,936

経常利益又は経常損失（△） △113,252 57,168

特別利益

貸倒引当金戻入額 323 －

特別利益合計 323 －

特別損失

有形固定資産除却損 14 45

環境対策引当金繰入額 － 13,066

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 10,065

特別損失合計 14 23,177

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（△）

△112,943 33,991

法人税、住民税及び事業税 9,367 43,043

法人税等調整額 △25,626 △23,185

法人税等合計 △16,258 19,857

少数株主損益調整前四半期純利益 － 14,133

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,575 677

四半期純利益又は四半期純損失（△） △95,108 13,456
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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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