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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 9,140 △5.0 △13 ― △83 ― △161 ―
23年3月期第1四半期 9,618 △7.3 169 △40.6 73 △56.3 △90 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △156百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △251百万円 （―％）

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 △11.42 ―
23年3月期第1四半期 △6.38 ―

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 56,169 10,062 17.7
23年3月期 56,909 10,336 18.0
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  9,953百万円 23年3月期  10,227百万円

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  
当社は定款において3月31日又は9月30日を配当基準日と定めておりますが、平成24年3月期について、現時点では9月30日を基準日とする配当は無配、3月31
日を基準日とする配当については未定としております。 

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 ― 8.00 8.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― ― ―

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) 17,436 △9.6 △540 ― △737 ― △659 ― △46.60
通期 39,074 △9.8 555 △59.4 149 △84.9 △170 ― △12.04



(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  ：  無  

(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 
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条件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、四半期決
算短信（添付資料）2ページ「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 14,180,000 株 23年3月期 14,180,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 22,771 株 23年3月期 22,771 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 14,157,229 株 23年3月期1Q 14,158,928 株
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１．当四半期決算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 

当第１四半期におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により回復のペースが弱まり、先行きが不透

明な状況で推移いたしましたが、生産、輸出に上向きの動きがみられ、生産活動や海外経済の回復が期待

されますが、電力供給の制約、原子力災害、原油高、また、デフレの影響や雇用情勢の悪化等の懸念もあ

り、依然として予断を許さない状況となっております。 

このような経済情勢のなか、第1四半期の業績につきましては、物流事業において、地震により被災した

事業所における減収や福島原発事故による電力供給量の制限にともなう輸送需要が減少し、売上高は前年

同四半期に比べ減少しております。 

不動産事業において、賃貸物件の料金改定により、売上高は前年同四半期に比べ増加しております。 

印刷事業において、婚礼部門について商品単価の上昇が見られるものの震災直後からのキャンセルや冠

婚行事の自粛の影響による受注件数の落ち込みがあり、売上高は前年同四半期に比べ減少しております。 

その他建築工事関連において、震災後の復旧工事の受注により、売上高は前年同四半期に比べ増加して

おります。 

この結果、第１四半期連結累計期間における売上高は9,140百万円（前年同四半期比5.0％減）、営業損

失は13百万円（前年同四半期は営業利益169百万円）、経常損失は83百万円（前年同四半期は経常利益73百

万円）、四半期純損失は161百万円（前年同四半期は四半期純損失90百万円）となりました。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第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に比べ740百万円減少し、56,169百万円と

なりました。主な増減は、現金及び預金が432百万円、減価償却費等により建物及び構築物が227百万円、

機械装置及び運搬具が131百万円減少しております。 

（負債） 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ466百万円減少し、46,106百万円となりました。主な増減は、支払

手形及び買掛金が146百万円、賞与引当金が296百万円、長期借入金が338百万円減少しております。 

（純資産） 

純資産合計は、利益剰余金が274百万円減少し10,062百万円となり、自己資本比率は17.7％となりまし

た。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

第1四半期の業績は概ね予想通り推移しており、平成23年5月13日発表の第2四半期連結累計期間及び通期

の業績予想に変更はありません。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

(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 

該当事項はありません。 

 

(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。 
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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)

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 4,905,833 4,473,320

受取手形及び売掛金 5,497,907 5,414,205

商品及び製品 61,884 64,923

仕掛品 20,859 47,351

原材料及び貯蔵品 611,181 613,388

繰延税金資産 306,431 459,484

その他 827,303 780,292

貸倒引当金 △30,830 △24,904

流動資産合計 12,200,571 11,828,060

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 13,511,635 13,283,639

機械装置及び運搬具（純額） 2,294,075 2,162,382

土地 20,425,032 20,425,032

その他（純額） 1,145,226 1,156,218

有形固定資産合計 37,375,970 37,027,273

無形固定資産   

のれん 524,667 441,195

借地権 1,118,526 1,118,526

その他 160,594 161,945

無形固定資産合計 1,803,788 1,721,667

投資その他の資産   

投資有価証券 2,018,048 2,023,909

長期貸付金 1,039,340 1,028,778

繰延税金資産 922,945 922,473

その他 2,103,700 2,162,466

貸倒引当金 △554,476 △544,870

投資その他の資産合計 5,529,559 5,592,756

固定資産合計 44,709,318 44,341,697

資産合計 56,909,890 56,169,758
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(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 4,082,286 3,935,661

短期借入金 8,844,536 9,003,736

1年内償還予定の社債 731,280 731,280

未払法人税等 257,361 177,896

賞与引当金 459,445 163,140

訴訟損失引当金 8,502 8,502

災害損失引当金 51,594 41,059

PCB廃棄物処理費用引当金 5,300 5,300

その他 2,121,482 2,435,932

流動負債合計 16,561,790 16,502,508

固定負債   

社債 1,377,360 1,377,360

長期借入金 21,209,668 20,871,109

再評価に係る繰延税金負債 3,398,391 3,398,391

退職給付引当金 1,436,679 1,465,428

役員退職慰労引当金 946,734 941,866

長期預り金 1,381,584 1,328,805

その他 261,254 221,389

固定負債合計 30,011,672 29,604,349

負債合計 46,573,462 46,106,858

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,189,000 2,189,000

資本剰余金 32,991 32,991

利益剰余金 3,442,135 3,167,166

自己株式 △8,429 △8,429

株主資本合計 5,655,696 5,380,728

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 168,624 169,499

土地再評価差額金 4,403,013 4,403,013

その他の包括利益累計額合計 4,571,637 4,572,513

少数株主持分 109,093 109,658

純資産合計 10,336,428 10,062,899

負債純資産合計 56,909,890 56,169,758
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（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 9,618,628 9,140,859

売上原価 7,746,146 7,510,649

売上総利益 1,872,482 1,630,209

販売費及び一般管理費   

役員報酬 118,192 121,255

給料及び手当 611,180 586,508

賞与 96,938 66,156

退職給付費用 37,611 46,699

役員退職慰労引当金繰入額 14,233 14,132

その他 825,188 808,472

販売費及び一般管理費合計 1,703,345 1,643,225

営業利益又は営業損失（△） 169,136 △13,016

営業外収益   

受取利息 7,855 7,523

受取配当金 34,374 25,681

貸倒引当金戻入額 － 15,470

その他 29,184 26,518

営業外収益合計 71,413 75,195

営業外費用   

支払利息 138,058 133,293

社債利息 6,525 4,752

その他 22,139 7,185

営業外費用合計 166,723 145,230

経常利益又は経常損失（△） 73,827 △83,051

特別利益   

固定資産売却益 － 15,466

貸倒引当金戻入額 16,095 －

特別利益合計 16,095 15,466

特別損失   

固定資産売却損 － 1,098

固定資産除却損 7,144 329

災害による損失 － 48,220

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,626 －

特別損失合計 14,770 49,648

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（△）

75,152 △117,233

法人税、住民税及び事業税 286,254 195,019

法人税等調整額 △124,804 △154,607

法人税等合計 161,450 40,412

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △86,297 △157,645

少数株主利益 4,068 4,064

四半期純損失（△） △90,366 △161,710
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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（△） △86,297 △157,645

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △165,035 875

その他の包括利益合計 △165,035 875

四半期包括利益 △251,333 △156,770

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △251,333 △156,770

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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