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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） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 4,911 4.2 175 ― 181 ― 33 ―

22年3月期第2四半期 4,711 △30.5 △167 ― △135 ― △126 ―

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 1.50 ―

22年3月期第2四半期 △6.01 ―

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 17,005 10,097 58.9 446.75
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2四半期  10,010百万円 22年3月期  10,171百万円

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  
 

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 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

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 11,500 15.7 500 ― 540 269.7 340 ― 15.17



(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 

（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。 

※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。 

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 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2Q  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2Q  3,772,890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2Q  22,407,368株 22年3月期2Q  21,100,524株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、期初から緩やかな景気回復を続けてまいりま

したが、海外経済の減速や急激な円高進行により回復は「踊り場」を迎え、先行きを不透明な状況に

しております。 

このような経営環境の下、当企業グループは、経費削減への取り組みを継続しつつ、当期を初年度

とする中期経営計画「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取り組み、コス

トダウンや市場開拓等を推進してまいりました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の受注高は5,174百万円(前年同四半期比10.3％増)、売上

高は4,911百万円(前年同四半期比4.2％増)、利益面では営業利益175百万円(前年同四半期は営業損失

167百万円)、経常利益181百万円(前年同四半期は経常損失135百万円)、四半期純利益33百万円(前年同

四半期は四半期純損失126百万円)となりました。 
  

当第２四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101百万円増加の17,005

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224百万円増加し、7,849百万円となりま

した。これは主に、現金及び預金が343百万円増加、受取手形及び売掛金が106百万円、有価証券が100

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122百万円減少し、

9,156百万円となりました。これは主に、土地が21百万円増加、機械装置及び運搬具が39百万円、投資

有価証券が104百万円減少したことによるものであります。 

当第２四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265百万円増加し、

6,908百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ347百万円増加し、3,005百万円とな

りました。これは主に、賞与引当金が86百万円、前受金が130百万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81百万円減少し、3,902百万円となりました。これは主に、

長期借入金が60百万円、退職給付引当金が33百万円減少したことによるものであります。 

当第２四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164百万円減少し、

10,097百万円となりました。これは主に、利益剰余金が56百万円、その他有価証券評価差額金が72百

万円減少したことによるものであります。 
  

平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年11月４日発表の「業績予想の修正に関す

るお知らせ」において公表いたしました数値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２四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 

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11,765千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 2,006,061 1,662,364

受取手形及び売掛金 3,746,398 3,853,066

有価証券 － 100,000

商品及び製品 670,912 621,000

仕掛品 189,950 211,206

原材料及び貯蔵品 946,172 883,896

その他 293,726 302,573

貸倒引当金 △4,026 △9,527

流動資産合計 7,849,195 7,624,580

固定資産

有形固定資産

土地 5,576,076 5,554,291

その他（純額） 1,961,629 2,009,706

有形固定資産合計 7,537,706 7,563,998

無形固定資産 63,276 70,035

投資その他の資産

その他 1,565,701 1,655,596

貸倒引当金 △10,110 △10,110

投資その他の資産合計 1,555,591 1,645,486

固定資産合計 9,156,574 9,279,520

資産合計 17,005,769 16,904,100
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 748,268 749,790

短期借入金 1,005,543 1,008,512

未払法人税等 127,137 61,856

賞与引当金 213,751 127,558

その他 911,177 710,526

流動負債合計 3,005,878 2,658,244

固定負債

長期借入金 464,297 524,849

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 1,167,792 1,200,895

役員退職慰労引当金 50,858 50,716

環境対策引当金 13,066 －

資産除去債務 20,379 －

負ののれん 2,284 3,434

その他 181,848 202,387

固定負債合計 3,902,152 3,983,908

負債合計 6,908,030 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 3,297,163 3,353,176

自己株式 △402,447 △402,390

株主資本合計 7,219,705 7,275,775

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 7,113 79,695

繰延ヘッジ損益 － △2,272

土地再評価差額金 2,867,572 2,867,572

為替換算調整勘定 △84,071 △49,664

評価・換算差額等合計 2,790,614 2,895,330

少数株主持分 87,419 90,841

純資産合計 10,097,738 10,261,947

負債純資産合計 17,005,769 16,904,100
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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 4,711,783 4,911,279

売上原価 3,186,930 3,120,341

売上総利益 1,524,852 1,790,938

販売費及び一般管理費 1,692,612 1,615,704

営業利益又は営業損失（△） △167,760 175,233

営業外収益

受取利息 1,762 1,996

受取配当金 3,365 7,172

受取賃貸料 14,513 14,505

助成金収入 36,382 34,711

その他 18,811 12,890

営業外収益合計 74,835 71,277

営業外費用

支払利息 16,484 14,610

手形売却損 2,084 793

為替差損 15,702 38,279

その他 8,559 10,958

営業外費用合計 42,830 64,641

経常利益又は経常損失（△） △135,755 181,869

特別利益

有形固定資産売却益 － 54

投資有価証券売却益 － 16

貸倒引当金戻入額 165 －

特別利益合計 165 70

特別損失

有形固定資産除却損 77 601

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 77 23,733

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（△）

△135,667 158,206

法人税、住民税及び事業税 30,022 123,581

法人税等調整額 △18,362 △2,215

法人税等合計 11,660 121,365

少数株主損益調整前四半期純利益 － 36,841

少数株主利益又は少数株主損失（△） △20,522 3,223

四半期純利益又は四半期純損失（△） △126,805 33,617
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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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