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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 5,942 4.4 498 ― 270 ― 459 ―
22年3月期第2四半期 5,689 △13.4 △540 ― △510 ― △620 ―

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 7.16 ―
22年3月期第2四半期 △10.12 ―

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 19,946 16,837 84.4 262.16
22年3月期 20,218 16,453 81.4 256.19

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  16,837百万円 22年3月期  16,453百万円

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 ― 0.00 0.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想） ― 0.00 0.00

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 15,100 0.0 2,300 5.4 2,350 0.7 2,100 5.5 32.70



(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手続の対象外であります。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す。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、現在入手可能な情報に基づき当社独自で判断したものです。予想につきましては様々な不安定要素が内在しており、実際の
業績はこれらの予想数値と異なることがあります。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

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 64,224,800株 22年3月期  64,224,800株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  483株 22年3月期  431株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 64,224,343株 22年3月期2Q 61,293,029株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間は、企業収益の改善が続き、設備投資の持ち直しの動きが見られたものの、雇用情勢

の悪化懸念が依然残っているなど厳しい状況が続いております。 

 こうしたなか、当第２四半期連結会計期間の売上高は35億94百万円（前年同期比１億30百万円増）となりまし

た。また営業利益は５億95百万円（前年同期比２億67百万円増）、経常利益は５億13百万円（前年同期比１億91百

万円増）、四半期純利益は５億１百万円（前年同期比２億83百万円増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ２億72百万円減少しました。これは売掛金が

回収などにより12億33百万円減少したことなどによるものです。 

 当第２四半期連結会計期間末の負債は、前連結会計年度末に比べて６億55百万円減少しました。これは賞与引当

金が２億円減少したことなどによるものです。 

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は、前連結会計年度末に比べて３億83百万円増加しました。これは利益剰

余金が７億80百万円増加したことなどによるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成22年５月18日に公表しました業績予想を修正いたしました。当該予想に関する詳細につきましては、本日

（平成22年11月11日）公表の「平成23年3月期第2四半期連結累計期間の業績予想と実績との差異に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

  

  

（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 

１．一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変更がないものと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

２．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。 

  

３．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費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

  

 （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。これによる影響は軽微であります。 

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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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 6,679,769 5,316,414 

売掛金 2,501,977 3,735,356 

商品及び製品 69,701 92,268 

原材料及び貯蔵品 117,451 159,246 

その他 913,605 597,114 

貸倒引当金 △3,146 △4,369 

流動資産合計 10,279,358 9,896,029 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,104,506 4,100,743 

土地 3,569,077 3,569,077 

その他（純額） 270,231 250,066 

有形固定資産合計 7,943,815 7,919,888 

無形固定資産   

ソフトウエア 293,468 370,721 

ソフトウエア仮勘定 27,445 89,339 

その他 2,176 2,375 

無形固定資産合計 323,089 462,436 

投資その他の資産   

投資有価証券 200,593 208,525 

その他 1,201,625 1,733,640 

貸倒引当金 △1,750 △1,750 

投資その他の資産合計 1,400,468 1,940,415 

固定資産合計 9,667,374 10,322,741 

資産合計 19,946,732 20,218,771 

負債の部   

流動負債   

買掛金 257,507 273,393 

未払金 707,468 658,103 

未払法人税等 48,936 97,231 

賞与引当金 379,699 580,682 

その他 788,247 1,197,991 

流動負債合計 2,181,858 2,807,402 

固定負債   

繰延税金負債 158,461 149,162 

退職給付引当金 677,175 693,470 

その他 91,910 114,926 

固定負債合計 927,546 957,560 
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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) 

負債合計 3,109,405 3,764,962 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,146,515 10,146,515 

資本剰余金 12,293,972 12,614,143 

利益剰余金 △5,540,389 △6,320,392 

自己株式 △553 △539 

株主資本合計 16,899,544 16,439,726 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,110 1,660 

為替換算調整勘定 △63,328 12,422 

評価・換算差額等合計 △62,217 14,082 

純資産合計 16,837,327 16,453,809 

負債純資産合計 19,946,732 20,218,771 
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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 5,689,651 5,942,161 

売上原価 2,330,256 1,646,368 

売上総利益 3,359,395 4,295,793 

販売費及び一般管理費 3,899,586 3,797,349 

営業利益又は営業損失（△） △540,191 498,444 

営業外収益   

受取利息 6,183 1,666 

受取配当金 291 263 

為替差益 79,558 － 

受取賃貸料 － 27,507 

その他 28,761 10,500 

営業外収益合計 114,795 39,937 

営業外費用   

支払利息 34,857 － 

為替差損 － 239,321 

株式交付費 20,954 － 

投資事業組合運用損 18,080 － 

その他 11,577 28,492 

営業外費用合計 85,469 267,813 

経常利益又は経常損失（△） △510,865 270,567 

特別利益   

投資有価証券売却益 3,370 － 

貸倒引当金戻入額 360 1,492 

為替換算調整勘定取崩額 － 204,941 

その他 － 2 

特別利益合計 3,730 206,436 

特別損失   

固定資産除売却損 211 2,436 

投資有価証券評価損 11,373 765 

事業構造改善引当金繰入額 85,000 － 

その他 100 － 

特別損失合計 96,684 3,202 

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（△）

△603,818 473,801 

法人税、住民税及び事業税 15,354 11,314 

法人税等調整額 995 2,654 

法人税等合計 16,349 13,969 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 459,831 

少数株主利益 318 － 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △620,486 459,831 
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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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