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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 10,038 23.8 710 640.0 678 476.7 343 ―
22年3月期第3四半期 8,111 △27.9 95 △88.3 117 △85.5 △171 ―

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3四半期 52.13 ―
22年3月期第3四半期 △26.04 ―

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3四半期 14,166 8,110 52.0 1,119.38
22年3月期 13,237 7,757 53.8 1,080.97

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  7,369百万円 22年3月期  7,116百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
23年3月期 ― 6.00 ―
23年3月期 

（予想）
6.00 12.00

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 12,950 14.9 810 132.5 780 113.4 400 ― 60.75



(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、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。 

※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。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「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「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3Q  6,600,000株 22年3月期  6,600,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  16,130株 22年3月期  16,090株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q  6,583,902株 22年3月期3Q 6,583,927株
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当第３四半期連結累計期間の我が国経済は、経済対策の効果などもあり個人消費が持ち直し一部景気
の悪化に底打ちの兆しが窺われるものの、米国の雇用環境や住宅問題の改善は緩慢で、欧州は金融不安
が再燃するなど、海外経済の不安定や円高による景気の先行きは不透明感が続いております。 
 このような状況の中で、国内砥石製造・販売事業は、インドネシア向け砥石輸出が堅調に拡大する一
方で、国内市場においては、需要の回復傾向が窺われるとともに、マーケットシェアを高める為にユー
ザーＰＲと組織的な営業力の強化に努め、併せて新製品発売や販売価格対応を積極的に行ってまいりま
した。 
 また、海外砥石製造・販売事業は、アジア・欧州などを中心に世界的に砥石需要が増加する中で、生
産供給が追いつかず、供給力を高める為に生産能力の拡大投資とリードタイムの短縮に鋭意努力してま
いりました。 
 国内製品商品販売事業は、仕入商品の砥石・機械工具・消耗品とも需要に回復傾向が見られました。
 このような環境の下、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は１０,０３８,６２１千円となり、前
年同期比１,９２７,１０５千円（２３．８％）増収となりました。 
 売上原価は、砥石の生産量の増加による生産性の改善等により原価率は前年同期比１．９ポイント低
下いたしました。 
 その結果、連結営業利益は７１０,１３５千円となり、前年同期比６１４,１６６千円 
（６４０．０％）の増益。 
 連結経常利益は６７８,６６０千円となり、前年同期比５６０,９７３千円（４７６．７％）の増益。
 連結四半期純利益は３４３,２０４千円となり、前年同期比５１４,６１６千円（前年は 
１７１,４１２千円損失）の増益となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は１４,１６６,７１５千円となり、前連結会計年度末に比べ 
９２９,０１１千円増加いたしました。 
 流動資産は、７,１１４,６３５千円となり８０２,６２０千円増加いたしました。 
 主な要因は、利益留保により現金及び預金が１０８,２０５千円増加、売上の増加に伴い受取手形及
び売掛金が４５７,６４６千円増加、また、輸出用の製品備蓄等でたな卸資産が１８３,６６５千円増加
したことによるものです。 
 固定資産は、７,０５２,０７９千円となり１２６,３９０千円増加いたしました。 
 有形固定資産は、６,３５３,１４５千円となり８２,５６２千円増加いたしました。 
 主な要因は、生産能力の維持・拡大のための成型機の取得や工場建物の排ガス処理装置や空調設備等
の取得によるものであります。 
 無形固定資産は、２３８,２６１千円となり６５,９１２千円増加いたしました。 
 主な要因は、生産・販売管理システム構築に伴うソフトウエアの取得によるものであります。 
 投資その他の資産は、４６０,６７２千円となり２２,０８４千円減少いたしました。 
 主な要因は、その他有価証券が９,６０９千円の減少と資産除去債務の計上等による敷金保証金が 
８,０８４千円減少したことであります。 
  
 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は６,０５６,３６９千円となり、前連結会計年度末に比べ 
５７６,２８６千円増加いたしました。 
 流動負債は、４,６１８,０００千円となり７３７,８２９千円増加いたしました。 
 主な要因は、仕入の増加に伴い支払手形および買掛金が２５０,２１５千円増加、季節要因の短期借
入金が２７０,０００千円増加や、未払法人税等９１,５７３千円増加、また、設備関係支払手形 
９８,２４８千円増加したことであります。 
 固定負債は１,４３８,３６８千円となり１６１,５４２千円減少いたしました。 
 主な要因は、長期借入金が１２９,６６７千円、社債が４９,５００千円減少したことによるものであ
ります。 
  
 当第３四半期連結会計期間末の純資産は８,１１０,３４５千円となり、前連結会計年度末に比べ 
３５２,７２５千円増加いたしました。 
 主な要因は、四半期純利益３４３,２０４千円に加え、少数株主持分が９９,８７０千円増加、一方
で、配当金の支払７９,００６千円、その他有価証券評価差額金１１,０６４千円等減少したことによる
ものであります。 
  
 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の５３．８％から５２．０％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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（キャッシュ・フローについて） 
 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前第３四
半期連結会計期間末に比べ７２,５１７千円増加して１,６０６,００８千円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 当第３四半期連結累計期間における営業活動によって得られた資金は、前第３四半期連結累計期間に
比べ２６３,５６９千円増加して４３０,８１６千円となりました。 
 主な要因は、税金等調整前四半期純利益６７０,７２０千円、減価償却費２８４,２０５千円計上し、
また、仕入債務の増加により２５０,３２２千円増加し、一方で、売上債権の増加により４５７,２６８
千円、たな卸資産の増加により１８４,３０３千円減少いたしました。 
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
 投資活動に使用された資金は、前第３四半期連結累計期間に比べ１５６,２８９千円増加して 
３０９,３２２千円となりました。 
 主な要因は、有形固定資産の取得による支出２２８,３６６千円、ソフトウエアの取得による支出 
８８,１４４千円等であります。 
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動に使用された資金は、前第３四半期連結累計期間に比べ１０６,７５２千円減少して 
１３,７４５千円となりました。 
 主な要因は、季節要因の短期借入金の増加２７０,０００千円、長期借入金返済１３６,６３１千円、
社債の償還による支出５０,１００千円、配当金支払７８,９７０千円等であります。 
 この結果、当第３四半期連結会計期間末の借入金及び社債の残高は、前連結会計年度末に比べ 
８３,２６９千円増加して２,１９７,１７８千円となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間の業績実態と国内外の景況感を踏まえつつ、海外砥石製造・販売事業はア
ジア等を中心に砥石輸出は堅調に推移する見通しで、また、国内砥石製造・販売事業は、インドネシア
向け輸出が好調で加えて、国内の砥石需要も回復基調が窺われ、また、国内製品商品販売事業で砥石・
研磨布紙や電動工具などの仕入商品の需要に回復傾向が見られることより、平成22年10月21日発表いた
しました通期業績予想数値を修正しておりません。 

  

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費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」等の適用 

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。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は308千円、税金等調整前四半期

純利益は4,003千円減少しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

(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

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 1,606,008 1,497,802

受取手形及び売掛金 3,710,924 3,253,277

商品及び製品 939,964 855,812

仕掛品 97,220 69,178

原材料及び貯蔵品 586,222 514,752

その他 181,782 127,282

貸倒引当金 △7,487 △6,091

流動資産合計 7,114,635 6,312,014

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,042,018 3,023,969

減価償却累計額 △1,719,789 △1,656,890

建物及び構築物（純額） 1,322,228 1,367,078

土地 4,019,596 4,019,719

その他 3,504,386 3,272,278

減価償却累計額 △2,493,066 △2,388,493

その他（純額） 1,011,319 883,784

有形固定資産合計 6,353,145 6,270,583

無形固定資産 238,261 172,348

投資その他の資産 460,672 482,757

固定資産合計 7,052,079 6,925,688

資産合計 14,166,715 13,237,703

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,449,764 2,101,300

短期借入金 1,350,000 1,080,000

未払法人税等 131,682 40,109

その他 686,554 658,761

流動負債合計 4,618,000 3,880,171

固定負債   

社債 － 49,500

長期借入金 558,370 688,037

退職給付引当金 666,622 660,907

役員退職慰労引当金 58,380 51,580

その他 154,995 149,886

固定負債合計 1,438,368 1,599,911

負債合計 6,056,369 5,480,082
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 1,128,200 1,128,200

資本剰余金 908,565 908,565

利益剰余金 5,467,457 5,203,260

自己株式 △10,349 △10,326

株主資本合計 7,493,873 7,229,699

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,911 20,976

為替換算調整勘定 △133,947 △133,692

評価・換算差額等合計 △124,035 △112,716

少数株主持分 740,508 640,638

純資産合計 8,110,345 7,757,620

負債純資産合計 14,166,715 13,237,703
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(2) 四半期連結損益計算書 
(第３四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年12月31日) 

売上高 8,111,516 10,038,621

売上原価 6,158,208 7,434,806

売上総利益 1,953,307 2,603,815

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 962,997 937,676

退職給付費用 72,022 71,001

役員退職慰労引当金繰入額 4,140 10,000

貸倒引当金繰入額 3,811 3,855

その他 814,367 871,145

販売費及び一般管理費合計 1,857,338 1,893,679

営業利益 95,969 710,135

営業外収益   

受取利息 291 194

受取配当金 3,363 7,482

為替差益 4,413 －

仕入割引 － 5,479

助成金収入 41,832 －

その他 20,681 9,225

営業外収益合計 70,584 22,380

営業外費用   

支払利息 26,326 17,342

売上割引 9,802 10,918

その他 12,737 25,594

営業外費用合計 48,865 53,855

経常利益 117,687 678,660

特別利益   

固定資産売却益 194 1,504

特別利益合計 194 1,504

特別損失   

固定資産除却損 37,906 5,679

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,695

その他 5,108 70

特別損失合計 43,014 9,444

税金等調整前四半期純利益 74,867 670,720

過年度法人税等 － 9,386

法人税、住民税及び事業税 76,855 235,623

法人税等調整額 126,596 △17,532

法人税等合計 203,452 227,477

少数株主損益調整前四半期純利益 － 443,243

少数株主利益 42,828 100,039

四半期純利益又は四半期純損失（△） △171,412 343,204
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
  至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
  至 平成22年12月31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 74,867 670,720

減価償却費 285,389 284,205

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,766 5,706

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,580 6,800

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,811 3,855

受取利息及び受取配当金 △3,655 △7,676

支払利息 26,326 17,342

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3,695

売上債権の増減額（△は増加） 103,553 △457,268

たな卸資産の増減額（△は増加） 193,353 △184,303

仕入債務の増減額（△は減少） △140,114 250,322

その他 △142,761 △14,981

小計 408,957 578,418

法人税等の支払額 △241,710 △147,601

営業活動によるキャッシュ・フロー 167,247 430,816

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △11,859 △2,390

有形固定資産の取得による支出 △119,419 △228,366

有形固定資産の売却による収入 194 19

有形固定資産の除却による支出 △11,367 －

ソフトウエアの取得による支出 △16,870 △88,144

利息及び配当金の受取額 3,691 7,687

その他 2,597 1,872

投資活動によるキャッシュ・フロー △153,032 △309,322

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） △66,838 270,000

長期借入れによる収入 200,000 －

長期借入金の返済による支出 △99,084 △136,631

社債の償還による支出 △50,100 △50,100

配当金の支払額 △78,720 △78,970

利息の支払額 △25,687 △18,020

その他 △67 △23

財務活動によるキャッシュ・フロー △120,498 △13,745

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,985 456

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △108,269 108,205

現金及び現金同等物の期首残高 1,641,760 1,497,802

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,533,490 1,606,008
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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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