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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 1,480 3.3 △90 ― △113 ― △82 ―
23年3月期第1四半期 1,433 △3.6 △89 ― △95 ― △38 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △77百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △62百万円 （―％）

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 △16.43 ―
23年3月期第1四半期 △7.73 ―

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 8,373 3,265 39.0
23年3月期 8,606 3,403 39.5
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  3,265百万円 23年3月期  3,403百万円

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 ― 12.00 12.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 12.00 12.00

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) 3,267 6.5 21 262.7 △3 ― △19 ― △3.80
通期 7,250 8.1 365 0.4 315 8.1 142 41.2 28.42



(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 
（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。業績予想の前提となる条件及び業績予想ご利用にあたっての注意事項等については、添付資料2
ページ「1.当四半期決算に関する定性的情報（3）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 5,000,000 株 23年3月期 5,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,988 株 23年3月期 3,988 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 4,996,012 株 23年3月期1Q 4,996,991 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、今年3月に発生した東日本大震災による生産、物流拠点への

影響が深刻でありましたが、日々復旧が進み諸々の供給体制は回復に向かっております。 

  しかし、福島原発事故による電力供給懸念や風評被害などにより景気の先行きは依然として不透明な状況が続い

ております。  

 当社グループが関連する工事用保安用品業界におきましても、公共工事の削減や工事延期などがあり厳しい状況

が続いております。                                          

 この様な状況下、当社グループは仕入単価の低減、販売促進商品の選定や見直しを行い、レンタル投入の抑制に

も継続的に努力してまいりました。                                   

 この結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高1,480百万円（対前年同期比3.3％増）、営業損失90

百万円（前年同期は89百万円の損失）、経常損失113百万円（前年同期は95百万円の損失）、四半期純損失82百万

円（前年同期は38百万円の損失）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の資産合計は、前連結会計年度末と比較して232百万円減少し8,373百万円となりま

した。この主な要因は、現金及び預金の減少45百万円、受取手形及び売掛金の減少276百万円、商品及び製品の増

加33百万円、原材料の増加22百万円によるものであります。 

（負債）  

 当第１四半期連結会計期間末の負債合計は、前連結会計年度末と比較して94百万円減少し5,108百万円となりま

した。この主な要因は、支払手形及び買掛金の減少58百万円、未払法人税等の減少67百万円であります。 

（純資産） 

 当第１四半期連結会計期間末の純資産の部は、前連結会計年度末と比較して137百万円減少し3,265百万円となり

ました。この主な要因は、当四半期純損失82百万円、配当金の支払59百万円であります。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間の業績は概ね当初予想どおり推移しており、当第２四半期連結累計期間及び通期の業

績につきましても、現時点において、平成23年５月９日に公表いたしました業績予想の変更はありません。 

  

  

（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 

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。 

  

  

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．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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 2,583,445 2,538,232

受取手形及び売掛金 1,917,835 1,640,877

商品及び製品 736,875 769,973

原材料 129,721 151,735

繰延税金資産 59,099 97,159

その他 38,842 42,121

貸倒引当金 △15,600 △13,400

流動資産合計 5,450,218 5,226,700

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 679,916 681,432

レンタル資産（純額） 175,058 167,491

土地 1,287,446 1,287,446

リース資産（純額） 481,755 465,696

その他（純額） 22,589 43,322

有形固定資産合計 2,646,766 2,645,389

無形固定資産 13,061 12,681

投資その他の資産   

投資有価証券 326,760 321,774

繰延税金資産 24,108 22,322

その他 163,629 164,697

貸倒引当金 △18,217 △19,815

投資その他の資産合計 496,280 488,979

固定資産合計 3,156,108 3,147,050

資産合計 8,606,327 8,373,751

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 766,569 707,660

短期借入金 1,681,000 1,765,000

1年内返済予定の長期借入金 730,000 730,000

リース債務 140,450 144,755

未払法人税等 77,092 9,703

賞与引当金 68,801 39,360

その他 158,434 199,487

流動負債合計 3,622,348 3,595,967

固定負債   

長期借入金 980,000 935,000

リース債務 349,725 329,200

長期未払金 72,199 65,783

再評価に係る繰延税金負債 126,530 126,530

退職給付引当金 51,847 55,176

その他 479 479

固定負債合計 1,580,781 1,512,170

負債合計 5,203,130 5,108,137
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 886,000 886,000

資本剰余金 968,090 968,090

利益剰余金 2,833,288 2,691,258

自己株式 △1,070 △1,070

株主資本合計 4,686,307 4,544,277

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 893 5,340

土地再評価差額金 △1,284,003 △1,284,003

その他の包括利益累計額合計 △1,283,110 △1,278,663

純資産合計 3,403,197 3,265,614

負債純資産合計 8,606,327 8,373,751
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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 1,433,000 1,480,146

売上原価 749,737 812,749

売上総利益 683,263 667,396

販売費及び一般管理費 772,939 757,517

営業損失（△） △89,676 △90,120

営業外収益   

受取利息 1,355 1,284

受取配当金 1,484 1,447

投資有価証券評価益 3,396 －

受取保険金 265 －

その他 5,369 2,442

営業外収益合計 11,870 5,174

営業外費用   

支払利息 15,851 14,643

投資有価証券評価損 － 12,484

その他 1,925 1,805

営業外費用合計 17,776 28,933

経常損失（△） △95,583 △113,880

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,907 －

退職給付制度改定益 86,748 －

特別利益合計 90,656 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 26,795 －

特別損失合計 26,795 －

税金等調整前四半期純損失（△） △31,722 △113,880

法人税、住民税及び事業税 8,607 7,523

法人税等調整額 △1,689 △39,325

法人税等合計 6,917 △31,802

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △38,640 △82,078

四半期純損失（△） △38,640 △82,078
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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（△） △38,640 △82,078

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △23,684 4,447

その他の包括利益合計 △23,684 4,447

四半期包括利益 △62,324 △77,630

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △62,324 △77,630

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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