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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 1,964 18.7 △33 ― 7 ― 4 ―
23年3月期第1四半期 1,655 △34.3 △43 ― △13 ― △18 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 4百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △18百万円 （―％）

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 0.20 ―
23年3月期第1四半期 △0.87 ―

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 11,158 4,468 40.0
23年3月期 11,828 4,506 38.1
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  4,468百万円 23年3月期  4,506百万円

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  
（注２）当社は定款において期末日を基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

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 ― 2.00 2.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― ― ―

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） 
 平成23年３月11日に発生した東北地方太平洋沖地震の災害、さらに現在推進中の事業構造改革に伴う影響により、本決算短信発表時点で平成24年３
月期の業績予想を開示することが困難であります。当該業績予想は開示が可能となった時点で開示する予定です。 



(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を実施しております。 

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 20,746,000 株 23年3月期 20,746,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 59,098 株 23年3月期 57,770 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 20,687,540 株 23年3月期1Q 20,691,087 株
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１．四半期連結財務諸表 
（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 107,542 151,968

受取手形及び売掛金 6,197,009 5,242,347

製品 1,302,897 1,421,091

仕掛品 685,104 841,881

原材料及び貯蔵品 34,106 34,794

短期貸付金 50,000 50,000

その他 159,221 162,941

貸倒引当金 △41,309 △26,803

流動資産合計 8,494,570 7,878,219

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,537,127 1,545,508

減価償却累計額 △1,147,892 △1,163,019

建物及び構築物（純額） 389,235 382,489

機械装置及び運搬具 2,596,734 2,594,717

減価償却累計額 △2,250,293 △2,280,711

機械装置及び運搬具（純額） 346,441 314,006

土地 2,098,731 2,098,731

リース資産 44,011 46,685

減価償却累計額 △21,995 △24,654

リース資産（純額） 22,016 22,031

その他 201,837 203,280

減価償却累計額 △184,582 △186,140

その他（純額） 17,255 17,140

有形固定資産合計 2,873,678 2,834,397

無形固定資産 15,966 15,005

投資その他の資産   

投資有価証券 306,935 295,632

破産更生債権等 5,714 5,603

その他 136,621 134,909

貸倒引当金 △5,714 △5,603

投資その他の資産合計 443,556 430,541

固定資産合計 3,333,200 3,279,943

資産合計 11,827,770 11,158,162
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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 3,397,272 2,942,509

短期借入金 1,251,436 1,097,349

未払法人税等 13,993 5,096

前受金 16,742 76,428

賞与引当金 124,318 66,043

役員賞与引当金 5,607 1,980

完成工事補償引当金 43,279 6,380

工事損失引当金 － 55

災害損失引当金 154,170 140,490

その他 253,695 296,286

流動負債合計 5,260,512 4,632,616

固定負債   

繰延税金負債 610,740 610,376

退職給付引当金 1,105,504 1,119,869

役員退職慰労引当金 43,012 46,698

資産除去債務 3,492 3,503

負ののれん 284,060 261,570

その他 14,476 15,294

固定負債合計 2,061,284 2,057,310

負債合計 7,321,796 6,689,926

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,665,000 1,665,000

資本剰余金 1,006,641 1,006,641

利益剰余金 1,834,253 1,796,968

自己株式 △14,428 △14,586

株主資本合計 4,491,466 4,454,023

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14,508 14,213

その他の包括利益累計額合計 14,508 14,213

純資産合計 4,505,974 4,468,236

負債純資産合計 11,827,770 11,158,162
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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 1,655,100 1,963,811

売上原価 1,360,931 1,610,294

売上総利益 294,169 353,517

販売費及び一般管理費   

販売費 222,749 245,522

一般管理費 114,076 140,522

販売費及び一般管理費合計 336,825 386,044

営業損失（△） △42,656 △32,527

営業外収益   

受取利息 5,005 4,516

受取配当金 572 509

たな卸資産売却益 910 213

負ののれん償却額 22,490 22,490

貸倒引当金戻入額 3,261 14,578

その他 3,960 2,071

営業外収益合計 36,198 44,377

営業外費用   

支払利息 3,420 2,596

持分法による投資損失 2,163 548

遊休資産管理費 1,062 1,035

その他 156 497

営業外費用合計 6,801 4,676

経常利益又は経常損失（△） △13,259 7,174

特別利益   

保険解約返戻金 3,212 －

特別利益合計 3,212 －

特別損失   

ゴルフ会員権評価損 286 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,622 －

特別損失合計 2,908 －

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（△）

△12,955 7,174

法人税、住民税及び事業税 4,999 3,082

法人税等合計 4,999 3,082

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（△）

△17,954 4,092

四半期純利益又は四半期純損失（△） △17,954 4,092
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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利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△17,954 4,092

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △214 △279

持分法適用会社に対する持分相当額 40 △16

その他の包括利益合計 △174 △295

四半期包括利益 △18,128 3,797

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △18,128 3,797
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

当社は平成23年７月11日開催の臨時取締役会にて、以下のとおり希望退職者の募集を行うことを決議いたしまし

た。 

  

１． 希望退職者の募集の理由 

当社は、最近の想定以上の事業環境の悪化に対応すべく、全社組織体制を見直して人員を削減し費用圧縮

を図る必要があるとの判断に至りました。 

  

２． 希望退職者募集の概要 

① 募集人数：20名（平成23年７月１日現在の従業員数118名、出向者を含む） 

② 募集対象者：40歳以上の従業員（平成23年８月31日現在） 

③ 募集期間：平成23年７月14日（木）から平成23年８月17日（水）までの一定期間 

※なお、平成23年７月29日開催の臨時取締役会において、募集期間の延長決議を行っております。 

④ 退職日：平成23年８月31日（予定） 

⑤ 優遇措置：所定の退職金に特別加算額を上乗せ支給する。さらに、希望者に対しては、再就職支援会社を通

じた再就職支援を行う。 

  

３． 業績に与える影響 

応募者が募集人員に達した場合、退職加算金等の支出により、第２四半期連結会計期間において、特別損

失が186,000千円程度発生することが見込まれます。 

  

  

   

（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

（５）重要な後発事象
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