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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 888 △2.1 △49 ― △58 ― △66 ―

23年3月期第1四半期 907 △1.9 9 △79.5 △8 ― △4 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △61百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △5百万円 （―％）

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 △7.37 ―

23年3月期第1四半期 △0.52 ―

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3月期第1四半期 4,595 1,870 40.0 204.58
23年3月期 5,103 1,956 37.7 214.28

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,836百万円 23年3月期  1,923百万円

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 ― 3.00 3.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

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) 1,800 △10.3 30 △77.2 5 △94.8 △50 ― △5.57

通期 4,350 △13.1 370 △6.5 350 0.2 180 30.9 20.05



(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２ページ「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あります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（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記載の予想値と異なる可能性があります。 

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 8,987,700 株 23年3月期 8,987,700 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 9,858 株 23年3月期 9,858 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 8,977,842 株 23年3月期1Q 8,979,441 株



  

  

○添付資料の目次

１．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  2

（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  2

２．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（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 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書 

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書 

第１四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  7

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  7



（１）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 貸倒れ見積高の算定、その他影響額が僅少なものについて、一部簡便的な手続きを用いております。 

  

  

１．サマリー情報（その他）に関する事項



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 528,279 607,516

受取手形及び売掛金 1,523,968 976,238

仕掛品 153,786 111,906

原材料及び貯蔵品 64,016 66,831

繰延税金資産 79,467 84,573

その他 36,630 46,297

貸倒引当金 △4,968 △4,259

流動資産合計 2,381,181 1,889,104

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 419,708 413,778

機械装置及び運搬具（純額） 42,442 42,084

工具、器具及び備品（純額） 18,621 17,328

土地 1,900,031 1,900,031

リース資産（純額） 3,050 2,830

その他（純額） 22,478 22,508

有形固定資産合計 2,406,332 2,398,562

無形固定資産 143,781 146,044

投資その他の資産   

投資有価証券 30,695 30,134

繰延税金資産 18,854 7,796

その他 136,268 137,407

貸倒引当金 △13,177 △13,177

投資その他の資産合計 172,640 162,160

固定資産合計 2,722,754 2,706,767

資産合計 5,103,935 4,595,872



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 806,100 618,693

短期借入金 107,750 103,650

1年内返済予定の長期借入金 252,688 256,128

リース債務 934 955

未払法人税等 189,050 5,161

賞与引当金 67,191 26,261

工事損失引当金 104,769 125,688

その他 215,017 233,545

流動負債合計 1,743,501 1,370,082

固定負債   

長期借入金 1,071,818 1,022,893

リース債務 2,523 2,276

退職給付引当金 221,578 213,942

その他 107,536 115,975

固定負債合計 1,403,456 1,355,088

負債合計 3,146,958 2,725,171

純資産の部   

株主資本   

資本金 890,437 890,437

資本剰余金 104,015 104,015

利益剰余金 923,308 830,225

自己株式 △1,052 △1,052

株主資本合計 1,916,708 1,823,626

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 2,072 1,786

為替換算調整勘定 4,992 11,289

その他の包括利益累計額合計 7,065 13,076

少数株主持分 33,202 33,998

純資産合計 1,956,976 1,870,700

負債純資産合計 5,103,935 4,595,872



（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 907,706 888,195

売上原価 729,422 760,438

売上総利益 178,283 127,756

販売費及び一般管理費 169,056 177,032

営業利益又は営業損失（△） 9,226 △49,275

営業外収益   

受取利息 37 44

受取配当金 324 344

その他 1,111 1,296

営業外収益合計 1,474 1,685

営業外費用   

支払利息 9,497 6,879

為替差損 9,962 3,752

その他 132 －

営業外費用合計 19,591 10,632

経常損失（△） △8,890 △58,222

特別利益   

固定資産売却益 2 －

特別利益合計 2 －

税金等調整前四半期純損失（△） △8,887 △58,222

法人税、住民税及び事業税 13,429 3,587

法人税等調整額 △15,411 6,242

法人税等合計 △1,982 9,829

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △6,904 △68,051

少数株主損失（△） △2,224 △1,902

四半期純損失（△） △4,680 △66,148



（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（△） △6,904 △68,051

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,042 △286

為替換算調整勘定 5,461 7,051

その他の包括利益合計 1,418 6,765

四半期包括利益 △5,486 △61,286

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,346 △60,138

少数株主に係る四半期包括利益 △2,140 △1,148



 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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