
  

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：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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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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  19,904  15.6  56  －  19  －  42  －

22年３月期第１四半期  17,212  △29.5  △293  －  △344  －  △169  －

  
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  59  －      

22年３月期第１四半期  △6  36  －      

  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  37,173  5,234  13.2  184  76

22年３月期  41,881  5,268  11.8  185  77

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 4,903百万円 22年３月期 4,938百万円

  
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 －      1 00  1  00

23年３月期  －      

23年３月期（予想）  0 00 －      3 00  3  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）  45,000  6.6  470  228.7  350  929.4  160  300.0  6  02

通期  98,000  1.1  1,150  10.0  900  6.3  450  －  16  93



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 26,628,000株 22年３月期 26,628,000株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 87,693株 22年３月期 42,693株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 26,580,197株 22年３月期１Ｑ 26,586,297株

平成22年５月14日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

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。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、輸出関連を中心とした企業の業績回復など景気の一部に持ち直しがみら

れ、企業収益の回復が期待されました。しかし、欧州諸国の財政危機に端を発する信用不安などにより円高・株安

の傾向が強まり、企業を取り巻く環境は依然として厳しい状況が続いております。  

このような経済環境の中、当社グループは積極的な営業活動に努めてまいりました結果、全セグメントとも 悪

期ともいえる前年同期と比し増収増益の成果をあげることができました。 

当第１四半期の連結業績は、売上高は199億４百万円（前年同期比15.6％増、26億92百万円増収）、営業利益は

56百万円(前年同期比３億50百万円増益）、経常利益は19百万円（前年同期比３億64百万円増益）、四半期純利益

は42百万円（前年同期比２億11百万円増益）となりました。 

   

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

  

（電機関連事業） 

電機関連事業では、半導体等製造業向けの電気設備機器が堅調に推移し収益面では前年同期を上回りました。ま

た、FA関連では中国向け電子デバイス用微細精密加工設備の販売が順調に進みました。 

以上の結果、売上高は35億47百万円、セグメント利益は30百万円となりました。 

（機械関連事業） 

農業施設事業において北海道地区で大型の小麦貯蔵サイロを計画通り納入したため前年同期と比べ好調に推移い

たしました。 

以上の結果、売上高は16億41百万円、セグメント損失は22百万円となりました。 

（資材・燃料関連事業） 

建材事業では公共工事の予算執行の立ち上がり遅れや民間の建築工事が低迷し、低調に推移いたしました。 

燃料事業は、ガソリンの販売価格が前年同期に比べ総じて高値であったことや販売数量が伸びたことおよび期初

の北海道における冷え込みによって灯油の販売が好調に推移したことなどにより事業全体の売上高は前年同期に比

べ大幅に増加いたしました。またナラサキ石油㈱においては新規SSがオープンしたことや大型セルフSSでカーケア

商品の販売が好調に推移し前年同期に比べ増収増益となりました。 

以上の結果、売上高は102億52百万円、セグメント利益は52百万円となりました。 

（海運関連事業） 

ナラサキスタックス㈱においては、建築、公共工事関連の物流の回復は鈍いものの、徐々に各種取り扱いが増

え、国際コンテナの取り扱いが活発となるなど全体としては好調に推移いたしました。 

以上の結果、売上高は40億44百万円、セグメント利益は76百万円となりました。 

  

なお、当社の連結業績は官公庁向け及び一般民需物件ともに第２四半期以降に売り上げが集中するため、四半期

別の業績には季節的変動があり、第１四半期の利益は低水準になる傾向があります。 

  

（注）当第１四半期連結会計期間からセグメントの区分を変更したため、各セグメントの対前年同期との金額比較

は記載しておりません。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（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総資産は371億73百万円となり、前連結会計年度末に比べ47億７百万円の減少と

なりました。 

流動資産は受取手形及び売掛金の減少42億63百万円等により、前連結会計年度末に比べ46億23百万円減少の237

億89百万円となりました。 

固定資産は前連結会計年度末に比べ84百万円減少の133億84百万円となりました。 

当第１四半期連結会計期間末の負債は319億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ46億73百万円の減少とな

りました。 

流動負債は支払手形及び買掛金の減少31億26百万円、借入金（短期借入金と１年内返済予定の長期借入金の合

計）の減少７億71百万円等により、前連結会計年度末に比べ42億53百万円減少の247億52百万円となりました。 

固定負債は長期借入金の減少４億80百万円等により、前連結会計年度末に比べ４億19百万円減少の71億86百万円

となりました。 

当第１四半期連結会計期間末の純資産は52億34百万円となり、前連結会計年度末に比べ34百万円の減少となりま

した。これは主に剰余金の配当及びその他有価証券評価差額金の変動によるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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は48億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億

１百万円の減少となりました。各キャッシュ・フローの状況と主な要因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、11億49百万円の収入（前年同期は６億51百万円の収入）となりました。

主な収入項目は税金等調整前四半期純利益75百万円、売上債権の減少額42億63百万円、減価償却費１億５百万円で

あり、主な支出項目は仕入債務の減少額31億26百万円であります。 

（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、50百万円の収入（同３億11百万円の収入）となりました。主な要因は有

形固定資産の売却による収入97百万円及び有形固定資産の取得による支出34百万円であります。 

（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、13億１百万円の支出（同12億４百万円の支出）となりました。主な要因

は借入金の純減少額12億52百万円であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年５月14日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。 

  

（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 

 (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高を算定しております。 

（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。  

（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。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、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ので、前連結会計年度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、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。  

２．その他の情報

－3－

ナラサキ産業㈱（8085）　平成23年3月期　第1四半期決算短信



３．四半期連結財務諸表 
（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 4,913 5,008

受取手形及び売掛金 16,777 21,041

商品及び製品 490 441

原材料及び貯蔵品 28 28

その他 1,801 2,135

貸倒引当金 △222 △242

流動資産合計 23,789 28,412

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,237 6,298

その他（純額） 3,304 3,292

有形固定資産合計 9,541 9,591

無形固定資産   

その他 109 114

無形固定資産合計 109 114

投資その他の資産   

その他 4,067 4,096

貸倒引当金 △333 △334

投資その他の資産合計 3,733 3,762

固定資産合計 13,384 13,468

資産合計 37,173 41,881
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（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 16,416 19,542

短期借入金 3,965 4,665

1年内返済予定の長期借入金 2,534 2,606

未払法人税等 58 142

賞与引当金 68 258

その他 1,709 1,791

流動負債合計 24,752 29,006

固定負債   

社債 200 200

長期借入金 4,725 5,206

退職給付引当金 600 568

役員退職慰労引当金 192 196

特別修繕引当金 60 55

その他 1,407 1,379

固定負債合計 7,186 7,605

負債合計 31,939 36,612

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,354 2,354

資本剰余金 1,288 1,288

利益剰余金 1,404 1,388

自己株式 △11 △7

株主資本合計 5,035 5,023

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △131 △85

繰延ヘッジ損益 △0 0

評価・換算差額等合計 △131 △85

少数株主持分 331 330

純資産合計 5,234 5,268

負債純資産合計 37,173 41,881
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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：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 17,212 19,904

売上原価 15,737 18,134

売上総利益 1,474 1,770

販売費及び一般管理費 1,768 1,714

営業利益又は営業損失（△） △293 56

営業外収益   

受取利息 4 4

受取配当金 11 13

受取賃貸料 20 20

持分法による投資利益 1 2

その他 13 6

営業外収益合計 51 47

営業外費用   

支払利息 70 60

その他 31 23

営業外費用合計 102 84

経常利益又は経常損失（△） △344 19

特別利益   

固定資産売却益 21 36

貸倒引当金戻入額 11 21

特別利益合計 33 57

特別損失   

固定資産処分損 － 2

特別損失合計 － 2

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（△）

△311 75

法人税、住民税及び事業税 8 44

法人税等還付税額 △22 －

法人税等調整額 △125 △20

法人税等合計 △139 24

少数株主損益調整前四半期純利益 － 50

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2 8

四半期純利益又は四半期純損失（△） △169 42
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（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（△）

△311 75

減価償却費 105 105

長期前払費用償却額 7 19

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16 △20

賞与引当金の増減額（△は減少） △192 △189

退職給付引当金の増減額（△は減少） △17 32

その他の引当金の増減額（△は減少） △42 0

受取利息及び受取配当金 △16 △18

支払利息 70 60

持分法による投資損益（△は益） △1 △2

固定資産処分損益（△は益） △21 △34

売上債権の増減額（△は増加） 4,140 4,263

たな卸資産の増減額（△は増加） △0 △48

仕入債務の増減額（△は減少） △2,771 △3,126

その他 △147 172

小計 783 1,290

利息及び配当金の受取額 17 19

利息の支払額 △71 △63

法人税等の支払額 △78 △96

営業活動によるキャッシュ・フロー 651 1,149

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 △36 △34

有形固定資産の売却による収入 27 97

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

316 －

貸付けによる支出 △12 △14

貸付金の回収による収入 14 14

その他 2 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー 311 50

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） △1,200 △700

長期借入れによる収入 900 65

長期借入金の返済による支出 △824 △617

自己株式の取得による支出 － △4

配当金の支払額 △64 △21

少数株主への配当金の支払額 △5 △5

その他 △9 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,204 △1,301

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △240 △101

現金及び現金同等物の期首残高 5,565 4,984

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,324 4,883

－7－

ナラサキ産業㈱（8085）　平成23年3月期　第1四半期決算短信



 該当事項はありません。  

  

  

［事業の種類別セグメント］  

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） 

 （注）１ 事業区分は、販売方法及び商品・事業の類似性等により区分しております。 

２ 各事業の主な取扱商品・事業内容等 

(1）機械・設備関連事業 

(2）資材・燃料関連事業 

セメント、生コンクリート、コンクリートパイル、ALC板、石油類、プロパンガス、アスファルト 

(3）海運関連事業 

海運業、通関業、港湾運送業、倉庫業、貨物自動車運送事業 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
機械・設備 
関連事業 

（百万円） 

資材・燃料
関連事業 

（百万円） 

海運関連事業
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は 
全社 

（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対

する売上高 
 4,477  9,146  3,588  17,212  －  17,212

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 0  85  1  87 (87)   －

計  4,477  9,231  3,590  17,299 (87)   17,212

営業利益（又は営

業損失△） 
 44  78  △11  111 (404)   △293

  （電気機械・設備） モーター、制御機器、重電機器、冷暖房装置、ロボット、コンピュータ、昇降機 

  （産業機械・設備） 冷菓飲料設備、工場関連設備、省力物流設備、穀類貯蔵設備、農産物加工設備 

  （建設機械・設備） 道路舗装及び補修機械、杭打機械、コンクリートポンプ車、クレーン、バッチャープ

ラント 

  （その他） 食品類 
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［セグメント情報］  

１．報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、 高経営意思決定機

関が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。

当社は、本社に製品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う製品・サービスについて包括的

な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

したがって、当社は、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「電機関連

事業」、「機械関連事業」、「資材・燃料関連事業」及び「海運関連事業」の４つを報告セグメントとしており

ます。 

「電機関連事業」は、モーター、制御機器、重電機器、冷熱設備、精密加工設備、昇降機等を販売しておりま

す。「機械関連事業」は、食品製造設備、省力物流設備、穀類貯蔵設備、農産物加工設備等を販売しておりま

す。「資材・燃料関連事業」は、セメント、生コンクリート、コンクリートパイル、ALC板、石油類、プロパン

ガス、アスファルト等を販売しております。「海運関連事業」は、海運業、通関業、港湾運送業、倉庫業、貨物

自動車運送事業を行っております。 

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

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） 

（単位：百万円）

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設機械関連事業などを含

んでおります。  

２ セグメント利益の調整額には、各セグメントに配分していない全社費用△55百万円、セグメント間取

引消去額2百万円が含まれております。  

３ セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。  

  

（追加情報） 

当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。  

  

 該当事項はありません。  

  

  

  
電機  

関連事業 

機械  

関連事業

資材・燃料

関連事業

海運  

関連事業

その他

(注)１ 
合計  

調整額 

(注)２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)３ 

売上高                 

外部顧客への売上高  3,547  1,641  10,252  4,044  419  19,904  －  19,904

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  17  129  2  －  148  △ 148  －

計  3,547  1,658  10,381  4,046  419  20,053  △ 148  19,904

セグメント利益又は

セグメント損失(△) 
 30  △ 22  52  76  △ 27  109  △ 53  56

（６）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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