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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 3,309 7.2 165 △3.9 165 4.0 77 30.8
23年3月期第1四半期 3,088 25.6 171 ― 159 ― 59 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 135百万円 （△5.8％） 23年3月期第1四半期 143百万円 （―％）

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 11.79 ―
23年3月期第1四半期 9.01 ―

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 14,037 8,300 53.9
23年3月期 13,698 8,204 54.9
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  7,571百万円 23年3月期  7,516百万円

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 6.00 ― 6.00 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) 7,000 8.0 260 △39.7 190 △54.6 100 △51.2 15.19
通期 14,200 5.0 650 △31.7 630 △32.1 360 △29.4 54.68



(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、四半期連結財務諸表に対す
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 
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)３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 6,600,000 株 23年3月期 6,600,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 16,130 株 23年3月期 16,130 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 6,583,870 株 23年3月期1Q 6,583,910 株
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当第１四半期連結累計期間の我が国経済は、３月１１日に発生した東日本大震災の影響による経済活
動の停滞が正常化に向かいつつありますが、国内の電力不足と海外経済の減速懸念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。 
 このような状況の中で、国内砥石製造・販売事業では、インドネシア向け砥石輸出が堅調に推移いた
しましたが、国内市場においては、震災の影響を受け産業界の生産活動の低迷により砥石需要に盛り上
がりを欠き低調に推移いたしました。 
 海外砥石製造・販売事業は、アジア・欧州・南米・中近東などを中心に世界的に砥石需要が増加する
中で受注は活況を呈し、供給能力が追い付かず生産拡大投資に注力してまいりました。 
 製品商品販売事業は、震災の影響を受け、砥石・機械工具・消耗品とも需要が低調に推移するも一部
では回復傾向が窺われてまいりました。しかしながら、収益面では赤字計上を余儀なくされました。 
  
 このような環境の下、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は３,３０９,４７８千円となり、前年
同期比２２１,２６７千円（７．２％）増収となりました。 
 売上原価は、砥石の製造量の増加による生産性の改善が見られたものの、設備償却負担や大径切断砥
石の生産比率の拡大に伴い材料費負担比率が増加したことなどにより原価率は前年同期比１．４ポイン
ト悪化いたしました。 
 その結果、連結営業利益は１６５,２６２千円となり、前年同期比６,６７６千円（３．９％）減益と
なりました。 
 連結経常利益は１６５，９８６千円となり、仕入割引や為替差益が増加したため、前年同期比 
６,３２０千円（４．０％）の増益となりました。 
 連結四半期純利益は７７,６４８千円となり、前年同期比１８,２９５千円（３０．８％）の増益とな
りました。 

  

当第１四半期連結会計期間の資産合計は１４,０３７,５６２千円となり、前連結会計年度に比べ 
３３９,１１７千円増加いたしました。 
 流動資産は、６,８１４,６４２千円となり３０１,７９０千円増加いたしました。 
 主な要因は、国内売上の減少に伴い受取手形及び売掛金が１１８,４６３千円減少いたしましたが、
輸出用の製品備蓄などでたな卸資産が８９,１８８千円増加、また、輸出拡大により現金回収比率の増
加や季節資金借入などにより現金及び預金が３１４,７４１千円増加したことによるものです。 
 固定資産は、７,２２２,９１９千円となり３７,３２６千円増加いたしました。 
 有形固定資産は、６,４１１,８４４千円となり８,０９８千円増加いたしました。 
 無形固定資産は、３７１,１８３千円となり３０,４２９千円増加いたしました。 
 主な要因は、生産・販売管理システム構築に伴うソフトの購入によるものであります。 
 投資その他の資産は、４３９,８９１千円となり１,２０２千円減少いたしました。 
  
 当第１四半期連結会計期間の負債合計は５,７３７,３１４千円となり、前連結会計年度に比べ 
２４３,３１７千円増加いたしました。 
 流動負債は、４,１７７,８８３千円となり２１５,４４１千円増加いたしました。 
 主な要因は、未払金と未払費用が８８,４３４千円減少、未払法人税等が９７,０４２千円減少する一
方で、仕入の増加に伴い支払手形および買掛金が８１,８７３千円増加、季節性の短期借入金 
が３２０,０００千円増加したことによるものであります。 
 固定負債は１,５５９,４３０千円となり２７,８７５千円増加いたしました。 
 主な要因は、長期借入金が２１,２３３千円増加したことであります。 
  
 当第１四半期連結会計期間の純資産合計は８,３００,２４７千円となり、前連結会計年度に比べ 
９５,８００千円増加いたしました。 
 主な要因は、四半期純利益７７,６４８千円に加え、為替換算調整勘定２１,１１１千円および少数株
主持分が４０,８０６千円増加する一方で、配当金を３９,５０３千円支払いしたことによるものであり
ます。 
  
 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度の５４．９％から５３．９％となりました。 

  

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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当第１四半期連結累計期間の業績実体と国内外の景況感を踏まえ、海外砥石製造・販売事業は好調に
業容拡大中ですが、国内砥石製造・販売事業は、インドネシア向け砥石輸出は前期の反落もなく堅調に
拡大推移しておりますが、国内の砥石需要は震災の影響による生産活動の低迷もあり需要は低調で、ま
た、電動工具や研磨布紙などの仕入商品の需要にも力強さに欠け先行きの需要の回復動向は不透明であ
ります。  
 従いまして、平成２３年５月１３日発表いたしました第２四半期累計及び通期業績予想数値は修正し
ておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

（３）連結業績予想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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 1,206,506 1,521,247

受取手形及び売掛金 3,494,283 3,375,820

商品及び製品 1,032,218 1,018,909

仕掛品 66,103 108,439

原材料及び貯蔵品 559,755 619,917

その他 161,693 177,237

貸倒引当金 △7,709 △6,929

流動資産合計 6,512,851 6,814,642

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,075,342 3,090,070

減価償却累計額 △1,730,551 △1,757,459

建物及び構築物（純額） 1,344,790 1,332,611

土地 4,015,226 4,018,618

その他 3,552,662 3,641,492

減価償却累計額 △2,508,933 △2,580,877

その他（純額） 1,043,728 1,060,614

有形固定資産合計 6,403,745 6,411,844

無形固定資産 340,753 371,183

投資その他の資産   

投資その他の資産 444,033 444,731

貸倒引当金 △2,940 △4,840

投資その他の資産合計 441,093 439,891

固定資産合計 7,185,593 7,222,919

資産合計 13,698,444 14,037,562

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,135,502 2,194,268

短期借入金 910,000 1,230,000

未払法人税等 196,459 99,417

その他 720,479 654,197

流動負債合計 3,962,441 4,177,883

固定負債   

長期借入金 671,793 693,026

退職給付引当金 657,012 662,102

役員退職慰労引当金 60,060 61,770

その他 142,689 142,532

固定負債合計 1,531,555 1,559,430

負債合計 5,493,997 5,737,314
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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 1,128,200 1,128,200

資本剰余金 908,565 908,565

利益剰余金 5,634,451 5,672,596

自己株式 △10,349 △10,349

株主資本合計 7,660,867 7,699,012

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 14,781 10,518

為替換算調整勘定 △159,062 △137,951

その他の包括利益累計額合計 △144,281 △127,432

少数株主持分 687,861 728,668

純資産合計 8,204,447 8,300,247

負債純資産合計 13,698,444 14,037,562
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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 3,088,210 3,309,478

売上原価 2,295,520 2,505,239

売上総利益 792,689 804,238

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 312,706 309,688

退職給付費用 23,329 23,110

役員退職慰労引当金繰入額 1,320 1,710

貸倒引当金繰入額 926 1,120

その他 282,468 303,347

販売費及び一般管理費合計 620,750 638,975

営業利益 171,938 165,262

営業外収益   

受取利息 21 42

受取配当金 3,129 3,539

仕入割引 1,235 3,395

その他 2,828 5,371

営業外収益合計 7,214 12,348

営業外費用   

支払利息 5,974 5,226

為替差損 6,783 －

売上割引 3,541 4,219

その他 3,187 2,179

営業外費用合計 19,487 11,624

経常利益 159,665 165,986

特別利益   

固定資産売却益 － 93

特別利益合計 － 93

特別損失   

固定資産除却損 3,160 116

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 16,233 －

その他 70 －

特別損失合計 19,464 116

税金等調整前四半期純利益 140,201 165,962

法人税、住民税及び事業税 86,283 74,126

法人税等調整額 △37,930 △12,544

法人税等合計 48,353 61,582

少数株主損益調整前四半期純利益 91,848 104,380

少数株主利益 32,495 26,732

四半期純利益 59,352 77,648
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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 91,848 104,380

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △16,533 △4,262

為替換算調整勘定 68,270 35,185

その他の包括利益合計 51,736 30,922

四半期包括利益 143,584 135,303

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 83,781 94,496

少数株主に係る四半期包括利益 59,803 40,806
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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） 

該当事項はありません。 

  

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) 

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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