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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 8,819 △2.1 737 ― 511 ― 688 ―
22年3月期第3四半期 9,007 △3.0 △270 ― △174 ― △301 ―

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 10.72 ―
22年3月期第3四半期 △4.84 ―

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 20,008 17,058 85.3 265.61
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3四半期  17,058百万円 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3Q 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3Q  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3Q 64,224,343株 22年3月期3Q 62,273,708株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間は、景気が足踏み状態となっており、失業率が高水準にあるなど厳しい状況が続い

ております。当社グループといたしましては、高機能で付加価値の高い商品の開発・提供を推進し、より一層の

事業拡大に向けた企業努力を重ねてまいりました。 

 こうしたなか、当第３四半期連結会計期間の売上高は28億77百万円（前年同期比４億40百万円減）となりまし

た。また営業利益は２億39百万円（前年同期比30百万円減）、経常利益は２億40百万円（前年同期比95百万円 

減）、四半期純利益は２億28百万円（前年同期比90百万円減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四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２億９百万円減少しました。これは売掛金

が回収などにより17億19百万円減少したことなどによるものです。 

 当第３四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８億14百万円減少しました。これは賞与引

当金が４億２百万円減少したことなどによるものです。 

 当第３四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６億５百万円増加しました。これは利益

剰余金が10億８百万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日に公表しました通期業績予想の変更は行っておりません。 

  

（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３四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３四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 7,454,111 5,316,414 

売掛金 2,016,176 3,735,356 

商品及び製品 82,945 92,268 

原材料及び貯蔵品 126,499 159,246 

その他 622,152 597,114 

貸倒引当金 △3,472 △4,369 

流動資産合計 10,298,412 9,896,029 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,052,751 4,100,743 

土地 3,569,077 3,569,077 

その他（純額） 259,072 250,066 

有形固定資産合計 7,880,901 7,919,888 

無形固定資産   

ソフトウエア 330,789 370,721 

ソフトウエア仮勘定 197,723 89,339 

その他 1,957 2,375 

無形固定資産合計 530,470 462,436 

投資その他の資産   

投資有価証券 196,616 208,525 

その他 1,104,186 1,733,640 

貸倒引当金 △1,750 △1,750 

投資その他の資産合計 1,299,053 1,940,415 

固定資産合計 9,710,425 10,322,741 

資産合計 20,008,838 20,218,771 

負債の部   

流動負債   

買掛金 203,120 273,393 

未払金 627,178 658,103 

未払法人税等 43,585 97,231 

賞与引当金 178,166 580,682 

その他 1,001,387 1,197,991 

流動負債合計 2,053,438 2,807,402 

固定負債   

繰延税金負債 159,297 149,162 

退職給付引当金 651,446 693,470 

その他 85,787 114,926 

固定負債合計 896,530 957,560 

負債合計 2,949,969 3,764,962 
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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 10,146,515 10,146,515 

資本剰余金 12,293,972 12,614,143 

利益剰余金 △5,311,895 △6,320,392 

自己株式 △553 △539 

株主資本合計 17,128,038 16,439,726 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,377 1,660 

為替換算調整勘定 △67,791 12,422 

評価・換算差額等合計 △69,168 14,082 

純資産合計 17,058,869 16,453,809 

負債純資産合計 20,008,838 20,218,771 
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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 9,007,400 8,819,586 

売上原価 3,573,894 2,561,222 

売上総利益 5,433,505 6,258,363 

販売費及び一般管理費 5,704,256 5,520,668 

営業利益又は営業損失（△） △270,750 737,695 

営業外収益   

受取利息 6,506 2,140 

受取配当金 517 491 

為替差益 125,091 － 

受取賃貸料 － 51,090 

その他 62,350 23,824 

営業外収益合計 194,466 77,547 

営業外費用   

支払利息 40,068 － 

為替差損 － 263,259 

株式交付費 20,954 － 

その他 37,344 40,642 

営業外費用合計 98,367 303,902 

経常利益又は経常損失（△） △174,652 511,340 

特別利益   

固定資産売却益 19,047 － 

投資有価証券売却益 3,370 － 

貸倒引当金戻入額 422 1,492 

為替換算調整勘定取崩額 － 204,941 

その他 1,480 2 

特別利益合計 24,321 206,436 

特別損失   

固定資産除売却損 6,566 2,467 

投資有価証券評価損 11,373 － 

事業構造改善費用 10,306 － 

事業構造改善引当金繰入額 92,100 － 

その他 1,131 － 

特別損失合計 121,476 2,467 

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（△）

△271,808 715,309 

法人税、住民税及び事業税 31,687 22,053 

法人税等調整額 1,300 4,930 

法人税等合計 32,988 26,984 

少数株主損益調整前四半期純利益 － 688,325 

少数株主損失（△） △3,684 － 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △301,112 688,325 
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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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