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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 4,401 6.3 248 69.0 265 35.3 158 313.6

22年３月期第１四半期 4,140 △10.3 147 119.5 196 19.9 38 △29.9

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 18 45 ─

22年３月期第１四半期 4 44 ─

 (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 15,694 9,142 58.3 1,062 30

22年３月期 15,871 9,091 57.3 1,056 39

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 9,142百万円 22年３月期 9,091百万円

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 ─ 7 00 ─ 9 00 16 00

23年３月期 ─

23年３月期(予想) 7 00 ─ 7 00 14 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) 8,300 0.7 380 39.2 480 39.5 280 185.7 32 53

通期 17,000 2.4 750 23.2 1,000 24.2 580 63.8 67 39

HB_USER
新規スタンプ



 

 
   (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、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実施中です。 

  

  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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四

半期決算短信（添付資料）３ページ「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」をご覧ください。 

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

    (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 9,328,000株 22年３月期 9,328,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 721,836株 22年３月期 721,436株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 8,606,264株 22年３月期１Ｑ 8,650,015株

※四半期レビューの実施状況に関する説明

 ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、景気対策の効果や企業収益の改善により持ち直しの

動きが見られ、景気は回復の傾向にありますが、金融資本市場の変動やデフレの影響などによる景気下押

しリスクがあり、依然として先行き不透明な状況で推移しました。 

このような経営環境のなか、当社グループは、既存分野の維持拡大、新市場拡大を目的として、環境に

配慮した製品の提供等による提案営業活動を積極的に推進し、業績向上を図るとともに、業務の効率化、

コストの削減および顧客満足の質向上の推進により、企業価値の増大に取り組みました。その結果、売上

高は44億１百万円（前年同四半期比6.3％増）となり、営業利益２億48百万円（前年同四半期比69.0％

増）、経常利益２億65百万円（前年同四半期比35.3％増）、四半期純利益１億58百万円（前年同四半期比

313.6％増）となりました。 

  

  

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総資産は、前連結会計年度末より１億77百万円減少し、156億94百万

円となりました。 

 流動資産については、販売の増加に伴い売掛金が増加しましたが、税金の支払等により前連結会計年

度末に比べて77百万円減少しております。固定資産については、有形固定資産の減価償却が進んだこと

等により、前連結会計年度末に比べて１億円減少しております。 

 負債合計は65億52百万円となり、前連結会計年度末に比べ２億27百万円減少しております。流動負債

については、税金等の支払等により、前連結会計年度末に比べて１億31百万円減少しております。固定

負債については、長期借入金の返済等により、前連結会計年度末に比べて96百万円減少しております。

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は91億42百万円となり、前連結会計年度末に比べ50

百万円の増加となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前連結会計年度末

に比べ３億29百万円減少し、当第１四半期連結会計期間末には15億７百万円となりました。 

 当第１四半期連結会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、税金等調整前四半期純利益に加え、減価償却費の計上等があ

りましたが、法人税等の支払、売上債権の増加等により65百万円の支出となりました。(前年同四半期

は１億96百万円の収入) 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動による資金支出は、有形固定資産の取得による支出等により、１億57百万円となりました。

(前年同四半期は２億69百万円の支出) 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動による資金支出は、配当金の支払等により、74百万円(前年同四半期は１億51百万円の支出)

となりました。 

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
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平成23年３月期の見通しにつきまして、平成22年５月14日の決算発表時の業績予想数値からの変更は

ありません。 

  

  
  

該当事項はありません。 

  

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

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の額を期間按分して算定する方

法によっております。 

  

  

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。 

 なお、当第１四半期連結会計期間は対象となるものがないため、これによる損益への影響はありませ

ん。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報

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 1,749,286 2,078,595

受取手形及び売掛金 4,127,439 3,896,825

商品及び製品 512,107 558,958

仕掛品 136,901 113,113

原材料及び貯蔵品 572,175 609,823

その他 303,901 219,628

貸倒引当金 △15,168 △13,220

流動資産合計 7,386,642 7,463,724

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,586,777 2,601,356

機械装置及び運搬具（純額） 2,193,262 2,239,493

その他（純額） 1,703,250 1,729,647

有形固定資産合計 6,483,290 6,570,496

無形固定資産 129,343 131,370

投資その他の資産   

投資有価証券 859,008 953,418

その他 888,779 805,175

貸倒引当金 △52,726 △52,708

投資その他の資産合計 1,695,061 1,705,885

固定資産合計 8,307,695 8,407,753

資産合計 15,694,337 15,871,477

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,908,811 2,861,577

短期借入金 705,699 616,617

未払法人税等 112,955 300,877

賞与引当金 110,622 223,649

その他 1,072,655 1,039,132

流動負債合計 4,910,744 5,041,853

固定負債   

長期借入金 357,036 417,757

退職給付引当金 973,929 1,013,064

役員退職慰労引当金 151,169 147,292

その他 159,128 159,623

固定負債合計 1,641,263 1,737,736

負債合計 6,552,007 6,779,590
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 466,400 466,400

資本剰余金 345,514 345,514

利益剰余金 8,786,700 8,705,374

自己株式 △368,399 △368,172

株主資本合計 9,230,215 9,149,115

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 183,892 241,831

為替換算調整勘定 △271,778 △299,060

評価・換算差額等合計 △87,885 △57,228

純資産合計 9,142,330 9,091,887

負債純資産合計 15,694,337 15,871,477
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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 4,140,917 4,401,576

売上原価 3,245,703 3,425,669

売上総利益 895,214 975,907

販売費及び一般管理費 748,061 727,186

営業利益 147,153 248,720

営業外収益   

受取利息 1,526 1,411

受取配当金 4,713 4,100

受取賃貸料 52,786 50,376

その他 17,991 18,453

営業外収益合計 77,017 74,342

営業外費用   

支払利息 9,671 7,417

不動産賃貸費用 4,549 4,514

為替差損 6,788 42,018

売上割引 2,307 2,203

その他 4,484 1,132

営業外費用合計 27,799 57,286

経常利益 196,371 265,776

特別損失   

固定資産除却損 4,480 －

特別損失合計 4,480 －

税金等調整前四半期純利益 191,890 265,776

法人税、住民税及び事業税 138,758 120,863

法人税等調整額 14,742 △13,872

法人税等合計 153,500 106,990

四半期純利益 38,389 158,785

大石産業㈱　（3943）  平成23年３月期　第１四半期決算短信

－6－



(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 191,890 265,776

減価償却費 226,735 205,564

貸倒引当金の増減額（△は減少） 160 1,966

賞与引当金の増減額（△は減少） △114,635 △113,026

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,228 △39,134

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △35,670 3,877

受取利息及び受取配当金 △6,239 △5,511

支払利息 9,671 7,417

為替差損益（△は益） 11,899 26,381

固定資産除却損 4,480 －

売上債権の増減額（△は増加） △247,873 △214,566

たな卸資産の増減額（△は増加） 42,196 79,860

前払年金費用の増減額（△は増加） 18,543 11,653

仕入債務の増減額（△は減少） △78,358 20,178

その他 271,689 △13,565

小計 283,261 236,870

利息及び配当金の受取額 7,286 6,559

利息の支払額 △9,828 △7,475

法人税等の支払額 △84,393 △301,795

営業活動によるキャッシュ・フロー 196,326 △65,841

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △12,077 △12,106

定期預金の払戻による収入 12,038 12,077

有形固定資産の取得による支出 △262,810 △153,703

有形固定資産の除却による支出 △300 －

無形固定資産の取得による支出 △2,318 △238

投資有価証券の取得による支出 △2,248 △259

貸付けによる支出 △7,456 △8,134

貸付金の回収による収入 5,669 4,534

その他 118 607

投資活動によるキャッシュ・フロー △269,384 △157,223

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） △17,504 63,900

長期借入金の返済による支出 △72,500 △61,097

自己株式の取得による支出 △7,487 △226

配当金の支払額 △53,502 △70,540

その他 △827 △6,436

財務活動によるキャッシュ・フロー △151,821 △74,401
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（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) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,813 △31,872

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △221,066 △329,337

現金及び現金同等物の期首残高 1,429,931 1,836,518

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,208,865 1,507,180
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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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