
  

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  24,057  159.9  4,136 -  4,338 -  2,841 - 

22年３月期第１四半期  9,256  △48.0  △1,142 -  △1,197 -  △902 - 

  
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  84  54  80  16

22年３月期第１四半期  △26  86       - 

  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  128,126  90,090  69.7  2,657  81

22年３月期  124,313  88,091  70.3  2,599  69

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 89,323百万円 22年３月期 87,367百万円

  
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       -  10  00      - 10 00 20  00

23年３月期       - 

23年３月期（予想）  35  00      - 40 00 75  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）  54,000  134.2  10,600     -  10,800     -  6,900      -  205  31

通期  102,000  65.2  18,800 302.8  20,000 338.5  12,600 410.0  374  91



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．２「１．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、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は終了しておりません。 

  

※  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。 

 新規 －社 （ － ）   除外 －社 （ － ）

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 34,004,418株 22年３月期 34,004,418株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 396,496株 22年３月期 397,346株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 33,607,753株 22年３月期１Ｑ 33,604,752株



平成23年３月期の個別業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％表示は対前期増減率）

 （注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無： 有 

(参考)個別業績予想

  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 
累計期間 

46,000 156.5 7,800 - 8,200 - 4,900 - 145 80

通期 86,000 72.5 13,600 536.9 14,900 393.8 8,500 406.6 252 92
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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たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前連結会計年度に係る実地棚卸高

を基礎として合理的な方法により算定しております。 

②固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の減価償却費の算定に関して、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計算する方法によっております。 

③法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関して、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。また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等に著

しい変化がなく、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度

決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっており、前連結会計

年度末以降に経営環境等に著しい変化があるか、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた

場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変

化の影響を加味したものを利用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 

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、０百万円、税金等調整前四半期純利益は、34百万円減少しております。 

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35百万円であります。 

  

１．その他の情報



２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 16,997 18,247

受取手形及び売掛金 25,594 23,087

商品及び製品 5,301 5,007

仕掛品 6,520 5,920

原材料及び貯蔵品 8,649 7,612

その他 3,069 3,113

貸倒引当金 △54 △63

流動資産合計 66,078 62,926

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 31,305 28,933

土地 12,779 12,794

その他（純額） 10,268 11,950

有形固定資産合計 54,353 53,678

無形固定資産 739 756

投資その他の資産   

その他 6,967 6,968

貸倒引当金 △33 △38

投資その他の資産合計 6,933 6,929

固定資産合計 62,026 61,364

繰延資産 21 22

資産合計 128,126 124,313



（単位：百万円）

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 15,281 12,557

短期借入金 － 1,000

未払法人税等 1,519 403

賞与引当金 1,284 1,851

その他の引当金 271 258

その他 8,141 6,713

流動負債合計 26,497 22,784

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 10,000 10,000

長期借入金 － 2,000

引当金 890 815

負ののれん 97 119

その他 551 501

固定負債合計 11,538 13,437

負債合計 38,036 36,221

純資産の部   

株主資本   

資本金 14,517 14,517

資本剰余金 15,606 15,604

利益剰余金 61,646 59,141

自己株式 △1,063 △1,065

株主資本合計 90,707 88,197

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6 11

為替換算調整勘定 △1,390 △841

評価・換算差額等合計 △1,383 △829

新株予約権 629 589

少数株主持分 136 134

純資産合計 90,090 88,091

負債純資産合計 128,126 124,313



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 9,256 24,057

売上原価 5,333 12,748

売上総利益 3,922 11,308

販売費及び一般管理費 5,065 7,172

営業利益又は営業損失（△） △1,142 4,136

営業外収益   

受取利息 8 15

負ののれん償却額 22 22

持分法による投資利益 4 27

為替差益 － 116

その他 39 40

営業外収益合計 74 221

営業外費用   

支払利息 92 11

売上割引 － 5

為替差損 15 －

その他 22 1

営業外費用合計 129 18

経常利益又は経常損失（△） △1,197 4,338

特別利益   

固定資産売却益 0 8

貸倒引当金戻入額 3 9

その他 1 1

特別利益合計 5 19

特別損失   

固定資産除売却損 8 13

特別退職金 79 25

一時帰休費用 165 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 33

その他 － 9

特別損失合計 254 82

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（△）

△1,447 4,275

法人税、住民税及び事業税 77 1,425

法人税等調整額 △616 7

法人税等合計 △539 1,432

少数株主損益調整前四半期純利益 － 2,842

少数株主利益又は少数株主損失（△） △5 1

四半期純利益又は四半期純損失（△） △902 2,841



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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（△）

△1,447 4,275

減価償却費 1,189 1,358

負ののれん償却額 △22 △22

持分法による投資損益（△は益） △4 △27

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4 △5

賞与引当金の増減額（△は減少） △682 △558

有形固定資産除売却損益（△は益） 7 3

受取利息及び受取配当金 △12 △20

支払利息 92 11

売上債権の増減額（△は増加） △26 △2,947

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,105 △2,006

仕入債務の増減額（△は減少） △558 2,882

その他 1,109 2,279

小計 747 5,222

利息及び配当金の受取額 10 27

利息の支払額 △23 △9

法人税等の支払額 △74 △321

営業活動によるキャッシュ・フロー 659 4,918

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 △4,170 △2,336

有形固定資産の売却による収入 32 7

無形固定資産の取得による支出 △21 △24

定期預金の預入による支出 △9,400 －

定期預金の払戻による収入 － 3,000

その他 25 △18

投資活動によるキャッシュ・フロー △13,532 627

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △1,000

長期借入金の返済による支出 － △2,000

配当金の支払額 △336 △336

その他 － 4

財務活動によるキャッシュ・フロー △336 △3,332

現金及び現金同等物に係る換算差額 △14 △463

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △13,223 1,750

現金及び現金同等物の期首残高 33,418 15,247

現金及び現金同等物の四半期末残高 20,194 16,997



 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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