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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6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 ％

24年3月期第1四半期 8,277 0.9 △65 ― △26 ― △12 ―
23年3月期第1四半期 8,200 65.2 △98 ― △62 ― △32 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 10百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △120百万円 （―％）

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3月期第1四半期 △1.08 ―
23年3月期第1四半期 △2.79 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 20,601 11,531 56.0
23年3月期 22,472 11,696 52.1
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  11,531百万円 23年3月期  11,696百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 12.50 12.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31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）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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) 17,000 1.5 10 ― 80 138.0 45 74.1 3.90
通期 39,000 3.9 500 3.8 635 3.3 360 34.5 30.71



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
(注)詳細は、添付資料Ｐ．２「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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報告書の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
に基づく四半期報告書のレビュー手続き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仮定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、添付資料
のＰ．２「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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 12,067,120 株 23年3月期 12,067,120 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 315,684 株 23年3月期 315,684 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 11,751,436 株 23年3月期1Q 11,751,520 株
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(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災により、被災地における直接

的な被害に加え、サプライチェーンの寸断による生産活動の停滞、及び原発事故に端を発した電力供給不安が広がる

等、厳しい状況で推移いたしました。 

 当社グループの主要ユーザーである自動車、電気・電子・半導体関連企業におきましては、震災により被害を受け

たサプライチェーンの影響により、国内生産が大きく落ち込むなど、企業活動の大幅な停滞が見られました。一方、

工作機械におきましては、堅調な新興国需要に支えられ、急激な回復基調となっております。 

 当社グループにおける震災の影響につきまして、当社仙台事務所は、震災後ライフラインの寸断により営業活動を

一時中断しておりましたが、復旧に伴い、懸念していたよりも順調に営業活動を再開することができました。また、

自動車関連企業を中心に、計画されていた設備投資案件が一時的に延期されるなどの状況が発生いたしましたが、そ

の一方で震災からの復旧需要も見られました。商品調達におきましても、多少の混乱が生じましたが、比較的早く回

復いたしました。 

 このような経営環境の中、当社グループにおきましては、今年度よりスタートした第７次中期経営計画に基づき、

営業部門と技術部門が一体となった提案営業の強化や新商材・新領域の開拓、及び海外事業の強化に取り組んでまい

りました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は82億77百万円（前年同期比0.9％増）、営業損失は65百万円、経

常損失は26百万円、四半期純損失は12百万円となりました。 

  

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四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て18億71百万円減少し、206億１百万円となり

ました。主な要因は、流動資産が18億78百万円減少したことによるものであります。 

 流動資産は、たな卸資産が１億88百万円増加となったものの、営業債権が19億59百万円減少となったことを主因

に、前連結会計年度末に比べて18億78百万円減少し、172億16百万円となりました。 

 流動負債は、営業債務が17億10百万円減少となったこと及び賞与引当金が１億25百万円減少となったことを主因

に、前連結会計年度末に比べて17億５百万円減少し、89億67百万円となりました。 

 純資産額は、前連結会計年度末に比べて１億65百万円減少し、115億31百万円となり、自己資本比率は56.0％とな

りました。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年５月13日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純損益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損失に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。  

  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,335,011 2,313,416

受取手形及び売掛金 14,657,838 12,697,957

商品及び製品 1,436,516 1,557,053

仕掛品 70,708 137,296

原材料及び貯蔵品 30,761 31,662

その他 584,665 498,789

貸倒引当金 △20,314 △19,244

流動資産合計 19,095,187 17,216,932

固定資産   

有形固定資産 1,785,863 1,767,589

無形固定資産 49,653 48,630

投資その他の資産 1,541,636 1,567,913

固定資産合計 3,377,153 3,384,133

資産合計 22,472,340 20,601,066

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,675,771 7,965,670

未払法人税等 23,685 4,650

賞与引当金 240,000 115,000

その他 733,605 882,301

流動負債合計 10,673,062 8,967,621

固定負債   

役員退職慰労引当金 97,200 97,200

その他 5,097 5,127

固定負債合計 102,297 102,327

負債合計 10,775,360 9,069,948

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,311,778 1,311,778

資本剰余金 1,371,950 1,371,950

利益剰余金 9,325,215 9,136,294

自己株式 △149,579 △149,579

株主資本合計 11,859,363 11,670,442

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 159,969 161,225

繰延ヘッジ損益 △178 －

為替換算調整勘定 △322,174 △300,550

その他の包括利益累計額合計 △162,383 △139,325

純資産合計 11,696,980 11,531,117

負債純資産合計 22,472,340 20,601,066



(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
(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４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 8,200,551 8,277,962

売上原価 7,169,803 7,212,647

売上総利益 1,030,748 1,065,315

販売費及び一般管理費 1,128,902 1,131,148

営業損失（△） △98,154 △65,833

営業外収益   

受取利息 486 889

受取配当金 7,128 9,569

仕入割引 27,656 32,395

その他 12,580 8,190

営業外収益合計 47,851 51,045

営業外費用   

支払利息 66 1,460

売上割引 7,897 9,282

為替差損 3,548 －

その他 1,181 746

営業外費用合計 12,693 11,489

経常損失（△） △62,997 △26,277

特別利益   

固定資産売却益 60,787 －

特別利益合計 60,787 －

特別損失   

固定資産売却損 46,323 －

固定資産除却損 139 3

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,855 －

特別損失合計 50,319 3

税金等調整前四半期純損失（△） △52,529 △26,281

法人税等 △19,770 △13,631

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △32,758 △12,649

四半期純損失（△） △32,758 △12,649



(四半期連結包括利益計算書) 
(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４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △32,758 △12,649

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △75,943 1,255

繰延ヘッジ損益 1,270 178

為替換算調整勘定 △12,776 21,624

その他の包括利益合計 △87,449 23,058

四半期包括利益 △120,208 10,408

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △120,208 10,408



 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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