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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 3,549 12.8 82 ― 85 ― 20 ―
23年3月期第1四半期 3,147 1.1 △168 ― △163 ― △140 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 35百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △145百万円 （―％）

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 2.32 ―
23年3月期第1四半期 △15.96 ―

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 9,870 6,471 62.8
23年3月期 10,086 6,476 61.5
（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  6,197百万円 23年3月期  6,199百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

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) 7,300 6.6 100 192.0 105 132.7 55 ― 6.25
通期 15,500 7.4 460 1.7 470 0.3 240 5.2 27.26



(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.１「１.サマリー情報（その他）に関する事項」 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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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。実際の業績等に影響を与える可能性のある重要な要因には、主として以下の事項があります。な
お、業績に影響を与える要因はこれらに限定されるものではありません。 
（1） 当社グループの事業領域を取り巻く経済情勢 
（2） 当社グループが提供するサービスに対する需要動向 

4.  その他

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 9,046,000 株 23年3月期 9,046,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 242,785 株 23年3月期 242,785 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 8,803,215 株 23年3月期1Q 8,803,307 株
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(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利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、税引前四半期純利益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．サマリー情報（その他）に関する事項

－　1　－
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２．四半期連結財務諸表 
(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 5,275,783 5,408,713

売掛金 2,717,288 2,268,356

仕掛品 112,118 181,132

その他 401,556 425,264

貸倒引当金 △324 △139

流動資産合計 8,506,421 8,283,326

固定資産   

有形固定資産 103,663 107,591

無形固定資産 177,494 166,890

投資その他の資産   

その他 1,306,081 1,320,060

貸倒引当金 △8,037 △8,183

投資その他の資産合計 1,298,044 1,311,877

固定資産合計 1,579,201 1,586,358

資産合計 10,085,622 9,869,684

負債の部   

流動負債   

買掛金 575,808 491,002

短期借入金 20,000 50,000

未払法人税等 183,213 74,102

賞与引当金 513,739 313,817

役員賞与引当金 27,500 9,375

その他の引当金 30,057 80

資産除去債務 1,548 55

その他 644,695 819,999

流動負債合計 1,996,560 1,758,430

固定負債   

退職給付引当金 1,471,204 1,487,228

役員退職慰労引当金 121,810 125,829

その他 19,565 27,653

固定負債合計 1,612,579 1,640,710

負債合計 3,609,139 3,399,140

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,233,490 2,233,490

資本剰余金 2,669,438 2,669,438

利益剰余金 1,419,815 1,405,060

自己株式 △116,541 △116,541

株主資本合計 6,206,202 6,191,447

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △7,266 5,701

その他の包括利益累計額合計 △7,266 5,701

少数株主持分 277,547 273,396

純資産合計 6,476,483 6,470,544

負債純資産合計 10,085,622 9,869,684
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(2) 四半期連結損益及び包括利益計算書 
(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) 

売上高 3,147,102 3,548,642

売上原価 2,731,105 2,914,183

売上総利益 415,997 634,459

販売費及び一般管理費 583,522 552,761

営業利益又は営業損失（△） △167,525 81,698

営業外収益   

受取利息 1,086 975

受取配当金 2,440 2,037

その他 1,910 2,408

営業外収益合計 5,436 5,420

営業外費用   

支払利息 202 183

減価償却費 511 －

固定資産除却損 － 1,406

保険解約損 378 －

その他 182 152

営業外費用合計 1,273 1,741

経常利益又は経常損失（△） △163,362 85,377

特別利益   

貸倒引当金戻入額 87 －

株主優待引当金戻入額 736 －

その他 97 －

特別利益合計 920 －

特別損失   

投資有価証券評価損 3,117 －

事業所移転損失 1,795 －

持分変動損失 1,924 －

その他 450 －

特別損失合計 7,286 －

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（△）

△169,728 85,377

法人税等 △34,562 63,422

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△135,166 21,955

少数株主利益 5,325 1,498

四半期純利益又は四半期純損失（△） △140,491 20,457

少数株主利益 5,325 1,498

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△135,166 21,955

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10,150 12,967

その他の包括利益合計 △10,150 12,967

四半期包括利益 △145,316 34,922

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △150,641 33,424

少数株主に係る四半期包括利益 5,325 1,498
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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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