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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 7,666 11.7 362 ― 397 ― 153 ―

22年3月期第3四半期 6,860 △34.8 △220 ― △105 ― △127 ―

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 6.87 ―

22年3月期第3四半期 △5.98 ―

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 17,601 10,240 57.5 451.93
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3四半期  10,125百万円 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3Q  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3Q  3,774,069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3Q  22,407,243株 22年3月期3Q  21,247,924株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、円高進行による輸出の減速、猛暑効果やエコ

カー補助金終了前の駆け込み需要の反動による個人消費の落込み等により、「踊り場での足踏み状

態」が継続しております。 

このような経営環境の下、当企業グループは、期初からの緩やかな景気回復による設備投資の持ち

直しを背景に、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３四半期連結累計期間の受注高は8,134百万円(前年同四半期比16.1％増)、売上

高は7,666百万円(前年同四半期比11.7％増)、利益面では営業利益362百万円(前年同四半期は営業損失

220百万円)、経常利益397百万円(前年同四半期は経常損失105百万円)、四半期純利益153百万円(前年

同四半期は四半期純損失127百万円)となりました。 
  

当第３四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697百万円増加の17,601

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800百万円増加し、8,425百万円となりま

した。これは主に、現金及び預金が401百万円、受取手形及び売掛金が269百万円、原材料及び貯蔵品

が138百万円増加、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103百万円減少し、9,176百万円となりました。これは主に、土地が21百万円増加、機

械装置及び運搬具が63百万円、建物及び構築物が39百万円、投資有価証券が77百万円減少したことに

よるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べ719百万円増加し、

7,361百万円となりました。流動負債は、前連結会計年度末に比べ635百万円増加し、3,293百万円とな

りました。これは主に、支払手形及び買掛金が150百万円、未払金が140百万円、前受金が128百万円増

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84百万円増加し、4,068百万

円となりました。これは主に、長期借入金が52百万円増加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における純資産合計は、前連結会計年度末に比べ21百万円減少し、

10,240百万円となりました。これは主に、その他有価証券評価差額金が50百万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。 

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12,619千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３四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 2,064,252 1,662,364

受取手形及び売掛金 4,122,867 3,853,066

有価証券 － 100,000

商品及び製品 655,547 621,000

仕掛品 271,790 211,206

原材料及び貯蔵品 1,021,908 883,896

その他 292,869 302,573

貸倒引当金 △3,931 △9,527

流動資産合計 8,425,303 7,624,580

固定資産

有形固定資産

土地 5,575,835 5,554,291

その他（純額） 1,954,238 2,009,706

有形固定資産合計 7,530,073 7,563,998

無形固定資産 76,983 70,035

投資その他の資産

その他 1,579,535 1,655,596

貸倒引当金 △10,110 △10,110

投資その他の資産合計 1,569,425 1,645,486

固定資産合計 9,176,482 9,279,520

資産合計 17,601,785 16,904,100
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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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 900,399 749,790

短期借入金 1,098,410 1,008,512

未払法人税等 134,069 61,856

賞与引当金 91,843 127,558

その他 1,068,701 710,526

流動負債合計 3,293,423 2,658,244

固定負債

長期借入金 577,183 524,849

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 1,196,092 1,200,895

役員退職慰労引当金 50,898 50,716

環境対策引当金 13,066 －

資産除去債務 20,431 －

負ののれん 1,709 3,434

その他 207,082 202,387

固定負債合計 4,068,088 3,983,908

負債合計 7,361,512 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 3,417,459 3,353,176

自己株式 △402,619 △402,390

株主資本合計 7,339,829 7,275,775

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 29,667 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 △111,238 △49,664

評価・換算差額等合計 2,786,001 2,895,330

少数株主持分 114,442 90,841

純資産合計 10,240,273 10,261,947

負債純資産合計 17,601,785 16,904,100
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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 6,860,702 7,666,507

売上原価 4,610,908 4,854,152

売上総利益 2,249,793 2,812,354

販売費及び一般管理費 2,470,191 2,450,173

営業利益又は営業損失（△） △220,398 362,180

営業外収益

受取利息 2,646 2,804

受取配当金 4,031 7,969

持分法による投資利益 2,313 －

為替差益 4,729 －

受取賃貸料 22,197 22,078

助成金収入 56,816 41,604

保険返戻金 25,624 15,479

その他 28,775 12,470

営業外収益合計 147,136 102,406

営業外費用

支払利息 24,434 22,149

手形売却損 2,441 793

持分法による投資損失 － 9,662

為替差損 － 27,139

その他 5,776 7,686

営業外費用合計 32,652 67,431

経常利益又は経常損失（△） △105,914 397,156

特別利益

有形固定資産売却益 － 53

投資有価証券売却益 － 18

特別利益合計 － 72

特別損失

有形固定資産除却損 1,392 686

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

その他 17 －

特別損失合計 1,410 23,818

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（△）

△107,324 373,410

法人税、住民税及び事業税 38,414 153,432

法人税等調整額 △5,244 37,975

法人税等合計 33,169 191,407

少数株主損益調整前四半期純利益 － 182,002

少数株主利益又は少数株主損失（△） △13,419 28,089

四半期純利益又は四半期純損失（△） △127,074 153,913
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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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