
 

 

 

   

 

 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 
四半期決算説明会開催の有無    ： 有（アナリスト向け） 

  

 

   

 

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) １ 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

２ 平成23年３月期の配当予想につきましては、未定であります。 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 有 
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1. 平成23年３月期第２四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年９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２四半期 7,851 14.4 253 ― 242 ― 55 ―

22年３月期第２四半期 6,865 △21.0 △228 ― △248 ― △244 ―

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２四半期 10 87 ―

22年３月期第２四半期 △47 70 ―

 (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２四半期 21,779 14,109 57.1 2,423 51

22年３月期 22,040 14,271 57.3 2,461 36

(参考) 自己資本 23年３月期第２四半期 12,433百万円 22年３月期 12,627百万円

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 － － － 30 00 30 00

23年３月期 － －

23年３月期(予想) － － －

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

通期 16,047 2.3 431 55.6 420 39.9 156 △17.9 30 50



  

 
(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。 

  

 
(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。 

  

 
(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は終了していませ

ん。 

  

1. 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、平成22年11

月５日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

2. 平成23年３月期の配当予想につきましては、事業環境に不透明感が残ることから、今後の業績推移

等を勘案し、決定しだい速やかに開示するものといたします。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.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

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(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 ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期２Ｑ 5,595,000株 22年３月期 5,595,000株

② 期末自己株式数 23年３月期２Ｑ 464,831株 22年３月期 464,831株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期２Ｑ 5,130,169株 22年３月期２Ｑ 5,131,552株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 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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該当事項はありません。 

  

 定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。 

 該当事項はありません。 

  

 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。  

 これによる損益に与える影響及び当会計基準の適用開始による資産除去債務の変動額は軽微であり

ます。 

 第１四半期連結会計期間より、その他有価証券の評価方法については、従来、総平均法によってお

りましたが、移動平均法に変更しております。  

 この変更は、有価証券売却による売却損益の把握をより迅速かつ適時に行うことを目的としたもの

であります。  

 これによる損益に与える影響はありません。 

 「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２四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

目で表示しております。 

  

前第２四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「受取保険金」(当第２四半期連結

累計期間8,625千円)は、営業外収益の100分の20以下になったため、営業外収益の「その他」に含め

て表示しております。 

子会社テクノクオーツ株式会社は従来、退職給付制度として適格退職年金制度を採用しておりまし

たが、平成22年８月に同適格退職年金を解約し、平成22年10月より中小企業退職金共済制度及び退職

一時金制度との併用に移行することとし、現在、移行手続中であります。 

なお、この退職給付制度移行に関しては、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計

基準適用指針第１号）の適用を予定しております。 

  

 該当事項はありません。 

1. 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

① 簡便な会計処理

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

① 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

② 有価証券の評価基準及び評価方法の変更

③ 表示方法の変更

(四半期連結損益計算書関係)

④ 追加情報

(退職給付会計)

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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2. 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２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 3,831,265 3,494,627

受取手形及び売掛金 4,962,660 5,715,337

商品及び製品 1,178,445 1,032,188

仕掛品 1,112,445 1,145,433

原材料及び貯蔵品 1,214,370 1,054,392

その他 352,330 394,839

貸倒引当金 △16,548 △18,854

流動資産合計 12,634,970 12,817,964

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,842,880 2,915,903

土地 3,300,421 3,300,421

その他（純額） 1,522,405 1,490,578

有形固定資産合計 7,665,707 7,706,904

無形固定資産 81,687 94,147

投資その他の資産

その他 1,419,267 1,457,955

貸倒引当金 △21,848 △36,284

投資その他の資産合計 1,397,419 1,421,671

固定資産合計 9,144,814 9,222,722

資産合計 21,779,784 22,040,686

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,056,044 2,253,249

短期借入金 2,578,972 2,618,340

未払法人税等 23,663 209,219

賞与引当金 360,334 376,796

役員退職慰労引当金 － 251,630

その他 429,771 402,567

流動負債合計 5,448,785 6,111,802

固定負債

長期借入金 1,466,302 1,076,359

退職給付引当金 241,562 162,801

役員退職慰労引当金 57,272 64,729

資産除去債務 3,700 －

負ののれん 3,491 3,867

その他 449,381 350,065

固定負債合計 2,221,710 1,657,823

負債合計 7,670,496 7,769,626
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 1,207,795 1,207,795

資本剰余金 1,819,711 1,819,711

利益剰余金 10,460,274 10,558,431

自己株式 △508,890 △508,890

株主資本合計 12,978,891 13,077,048

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △30,565 △32,969

繰延ヘッジ損益 △130,932 △51,621

土地再評価差額金 △346,316 △346,316

為替換算調整勘定 △38,049 △18,943

評価・換算差額等合計 △545,864 △449,851

少数株主持分 1,676,261 1,643,863

純資産合計 14,109,288 14,271,060

負債純資産合計 21,779,784 22,040,686
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
 至 平成22年９月30日)

売上高 6,865,376 7,851,222

売上原価 4,810,147 5,273,455

売上総利益 2,055,228 2,577,767

販売費及び一般管理費

給料及び手当 699,729 696,956

賞与引当金繰入額 134,418 183,129

退職給付引当金繰入額 85,720 79,631

役員退職慰労引当金繰入額 9,859 9,499

その他 1,353,555 1,354,693

販売費及び一般管理費合計 2,283,284 2,323,909

営業利益又は営業損失（△） △228,055 253,857

営業外収益

受取利息 3,868 3,360

受取配当金 3,896 8,603

為替差益 13,153 －

為替予約評価益 － 5,661

負ののれん償却額 561 561

受取保険金 23,591 －

助成金収入 15,532 －

持分法による投資利益 3,203 8,423

その他 9,040 31,139

営業外収益合計 72,847 57,750

営業外費用

支払利息 31,241 27,576

為替差損 － 27,953

為替予約評価損 52,960 －

その他 8,943 13,330

営業外費用合計 93,145 68,860

経常利益又は経常損失（△） △248,353 242,748

特別利益

貸倒引当金戻入額 2,157 4,658

投資有価証券売却益 － 18,658

会員権売却益 － 1,000

特別利益合計 2,157 24,316

特別損失

固定資産除却損 4,356 3,928

投資有価証券評価損 96,112 113,440

割増退職金 3,142 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,043

その他 1,000 1,700

特別損失合計 104,611 124,112

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（△）

△350,807 142,952
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年９月30日)

法人税、住民税及び事業税 12,563 7,740

法人税等調整額 △64,855 31,087

法人税等合計 △52,292 38,827

少数株主損益調整前四半期純利益 － 104,125

少数株主利益又は少数株主損失（△） △53,754 48,377

四半期純利益又は四半期純損失（△） △244,760 55,747

－ 6 － （GLS）

ジーエルサイエンス㈱　(7705)　平成23年３月期　第２四半期決算短信



 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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