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1.  平成24年2月期第1四半期の連結業績（平成23年2月21日～平成23年5月20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 ％

24年2月期第1四半期 2,886 44.6 261 40.3 269 33.2 174 114.5
23年2月期第1四半期 1,996 △48.9 186 61.8 202 55.5 81 10.5

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

24年2月期第1四半期 26.50 ―
23年2月期第1四半期 11.99 ―

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

24年2月期第1四半期 19,177 13,029 67.9 1,983.82
23年2月期 18,396 12,953 70.4 1,972.31

（参考） 自己資本   24年2月期第1四半期  13,029百万円 23年2月期  12,953百万円

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

23年2月期 ― 10.00 ― 20.00 30.00
24年2月期 ―
24年2月期 

（予想）
10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成24年2月期の連結業績予想（平成23年2月21日～平成24年2月20日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
(累計)

7,069 24.1 987 △2.8 987 △4.1 577 △6.3 87.85

通期 13,299 10.7 1,424 △11.5 1,434 △11.5 839 △18.7 127.74



(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きの対象外であり、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
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後の様々な要因によって予想数値と
異なる可能性があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の２ページを参照してください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」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 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年2月期1Q 7,200,000株 23年2月期  7,200,000株
② 期末自己株式数 24年2月期1Q  632,098株 23年2月期  632,098株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年2月期1Q 6,567,902株 23年2月期1Q 6,766,560株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、内需の拡大を伴った自律回復に向けての動きが広がりつつあ

りましたが、平成23年３月に発生した東日本大震災の影響により供給面及び生産活動が大きく低下し、輸出も大幅

に減少いたしました。また、福島原発事故及び浜岡原発停止による電力不足も懸念され、雇用・所得環境は依然と

して厳しい状況にあります。 

 このような状況のもと当社グループは、高い技術力で競合他社との差別化をはかり、市場の拡大に努めてまいり

ました。 

  以上の結果、当第１四半期連結会計期間の当社グループの売上高は2,886百万円（前年同期比44.6％増）、営業

利益は261百万円（同40.3％増）、経常利益は269百万円（同33.2％増）、四半期純利益は174百万円（同114.5％

増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

   ① 財政状態の変動状況 

 第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ781百万円増加し19,177百万円となりま

した。受取手形及び売掛金が196百万円減少いたしましたが、現金及び預金が435百万円及び仕掛品が406百万円増

加いたしました。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ705百万円増加し6,147百万円となりました。未払法人税等が567百万円減

少いたしましたが、前受金が946百万円及び支払手形及び買掛金が343百万円増加いたしました。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ75百万円増加し13,029百万円となりました。 

  

   ② キャッシュ・フローの状況 

 当第１四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、前連結会計年度末

に比べ969百万円増加し、3,381百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおり

であります。 

  （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第１四半期連結会計期間において営業活動の結果得られた資金は588百万円となりました。これは主に、法

人税等の支払額617百万円、たな卸資産の増加432百万円及び未払消費税等の減少105百万円ありましたが、前受

金の増加の935百万円、仕入債務の増加342百万円、税金等調整前四半期純利益269百万円及び売上債権の減少

201百万円によるものであります。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第１四半期連結会計期間において投資活動の結果得られた資金は488百万円となりました。これは主に、定

期預金の純減少額533百万円によるものであります。 

  （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    当第１四半期連結会計期間において財務活動の結果使用した資金は133百万円となりました。これは主に、配

当金の支払額131百万円によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間の業績につきましては概ね計画どおり推移しております。よって、現時点では平成23

年４月６日発表の連結業績予想を変更しておりません。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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 簡便な会計処理 

 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 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。  

  

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１四半期連結会計期間末
(平成23年５月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,086,834 7,650,918

受取手形及び売掛金 2,624,434 2,820,722

商品及び製品 9,207 8,863

仕掛品 1,846,640 1,440,321

原材料及び貯蔵品 347,472 309,670

繰延税金資産 227,408 257,397

その他 156,554 67,656

貸倒引当金 △1,400 △1,400

流動資産合計 13,297,152 12,554,149

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,244,632 1,254,671

機械装置及び運搬具（純額） 256,297 249,959

土地 3,388,285 3,388,285

リース資産（純額） 42,581 －

建設仮勘定 66,722 50,171

その他（純額） 74,160 78,920

有形固定資産合計 5,072,680 5,022,008

無形固定資産 171,978 172,612

投資その他の資産   

投資有価証券 552,376 566,250

その他 83,355 81,277

投資その他の資産合計 635,732 647,527

固定資産合計 5,880,391 5,842,148

資産合計 19,177,543 18,396,298

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,043,356 2,699,766

未払金 177,610 175,401

未払法人税等 71,355 638,962

前受金 2,206,523 1,260,087

賞与引当金 130,037 100,715

役員賞与引当金 7,600 45,000

その他 76,543 124,483

流動負債合計 5,713,026 5,044,417

固定負債   

繰延税金負債 6,168 11,392

退職給付引当金 94,975 89,204
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年５月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月20日) 

長期未払金 291,656 291,756

その他 42,160 5,571

固定負債合計 434,961 397,923

負債合計 6,147,988 5,442,341

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,888,510 1,888,510

資本剰余金 2,750,330 2,750,330

利益剰余金 10,094,300 10,051,599

自己株式 △594,205 △594,205

株主資本合計 14,138,935 14,096,233

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 168,119 174,344

土地再評価差額金 △1,165,229 △1,165,229

為替換算調整勘定 △112,269 △151,391

評価・換算差額等合計 △1,109,379 △1,142,276

純資産合計 13,029,555 12,953,956

負債純資産合計 19,177,543 18,396,298
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年５月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成23年５月20日) 

売上高 1,996,398 2,886,544

売上原価 1,516,095 2,325,500

売上総利益 480,303 561,044

販売費及び一般管理費 293,573 299,054

営業利益 186,729 261,989

営業外収益   

受取利息 4,374 4,935

受取配当金 1,007 1,023

作業くず売却益 － 2,045

為替差益 7,406 －

その他 2,980 1,028

営業外収益合計 15,769 9,032

営業外費用   

たな卸資産処分損 － 803

為替差損 － 315

その他 43 175

営業外費用合計 43 1,293

経常利益 202,455 269,728

特別利益   

固定資産売却益 111 －

過年度固定資産税還付金 － 4,047

特別利益合計 111 4,047

特別損失   

固定資産除却損 33 －

投資有価証券評価損 － 4,773

特別損失合計 33 4,773

税金等調整前四半期純利益 202,533 269,003

法人税、住民税及び事業税 182,526 67,000

法人税等調整額 △61,121 27,942

法人税等合計 121,404 94,943

少数株主損益調整前四半期純利益 － 174,059

四半期純利益 81,129 174,059
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年５月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成23年５月20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 202,533 269,003

減価償却費 44,136 46,201

有形固定資産売却損益（△は益） △111 －

有形固定資産除却損 33 －

有価証券評価損益（△は益） － 4,773

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,333 5,771

長期未払金の増減額（△は減少） △99 △99

賞与引当金の増減額（△は減少） 44,595 29,074

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 5,100 △37,400

貸倒引当金の増減額（△は減少） 170 －

受取利息及び受取配当金 △5,382 △4,935

売上債権の増減額（△は増加） △403,841 201,435

たな卸資産の増減額（△は増加） △670,896 △432,719

仕入債務の増減額（△は減少） 678,592 342,119

前受金の増減額（△は減少） 533,688 935,088

未払消費税等の増減額（△は減少） △107,502 △105,450

未収消費税等の増減額（△は増加） △22,120 －

過年度固定資産税還付金 － △4,047

その他 △20,033 △48,746

小計 282,195 1,200,068

利息及び配当金の受取額 6,848 5,889

法人税等の支払額 △76,929 △617,847

営業活動によるキャッシュ・フロー 212,115 588,109

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 653,562 533,835

有形固定資産の取得による支出 △28,938 △43,559

有形固定資産の売却による収入 1,930 －

投資有価証券の取得による支出 △299 △301

その他 △876 △1,972

投資活動によるキャッシュ・フロー 625,377 488,001

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △33,832 △131,358

リース債務の返済による支出 － △2,207

財務活動によるキャッシュ・フロー △33,832 △133,565

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,154 27,205

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 799,505 969,751

現金及び現金同等物の期首残高 1,881,569 2,411,260

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,681,075 3,381,012
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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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