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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 9,878 △1.8 249 59.7 240 61.6 137 65.4
23年3月期第1四半期 10,063 25.8 156 33.2 149 37.0 83 33.7

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 130百万円 （70.6％） 23年3月期第1四半期 76百万円 （―％）

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 15.16 ―
23年3月期第1四半期 9.16 ―

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 14,093 5,263 37.3
23年3月期 14,270 5,166 36.2
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  5,263百万円 23年3月期  5,166百万円

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 ― 4.00 ― 6.00 10.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

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) 19,400 △0.6 310 △8.3 300 △6.2 170 △6.1 18.75
通期 41,000 8.1 720 3.5 700 2.7 400 3.1 44.11



(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「２．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、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 
（将来に関する記述等についてのご注意）  
 業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があり
ます。なお、業績予想に関する事項は、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 10,000,000 株 23年3月期 10,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 931,669 株 23年3月期 931,669 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 9,068,331 株 23年3月期1Q 9,068,331 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のわが国経済は、東日本大震災の影響による直接の被害に加え、その余波による生産

水準の落ち込みやサプライチェーンの途絶等による経済活動の停滞、震災後のマインド悪化や電力供給不安等によ

る個人消費の低迷が続き、また海外では米国の景気回復の遅れや欧州の財政危機再燃への不安が解消せず、その影

響下での円高傾向も依然として継続しており、日本を取り巻く環境は予断を許さない状況で推移いたしました。 

 当グループにおきましても、このような状況のもと、積極的な営業活動や販売効率の改善、海外事業戦略の強化

に取り組みましたが、国内外に亘って厳しい経営環境となり、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、収益面に

つきましては前第１四半期連結累計期間から僅かに減収となりました。しかし、利益面においては営業費用の減少

等があり増益となりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前第１四半期連結累計期間に比べ ％減の 百万円とな

り、営業利益は ％増の 百万円、経常利益は ％増の 百万円、四半期純利益は ％増の 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 

 総資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少して、 百万円となりました。減少の主な要因は、現金

及び預金が 百万円減少したことによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ274百万円減少して、8,830百万円となりました。減少の主な要因は、支払手形

及び買掛金並びに未払法人税等が190百万円減少したことによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加して、 百万円となりました。増加の主な要因は、利益剰

余金が 百万円増加したことによるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 次期の見通しにつきましては、わが国経済は、震災復興に向けて経済活動の活性化等景気回復の動きが徐々に広

がりつつありますが、一方で国内では電力問題や政局の混迷等、海外においても米国の財政再建の不調や欧州の債

務危機等の懸念を抱えており、景気の先行きを見極めることが困難な状況となっております。 

 このような状況のもとではありますが、当グループは既存の商権をしっかり守りながらも、変化を的確に捉え、

スピード感を持って新市場・新商品の開発に全力を挙げ、売上の達成に努めます。利益面につきましても、付加価

値の高い機能性製品の取扱いを増やすとともに、経営の効率化を推進して利益の確保に努める所存です。 

 よって平成23年５月11日の決算短信で発表の連結業績予想に変更はございません。 

   四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用の計算 

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

1.8 9,878

59.7 249 61.6 240 65.4 137

176 14,093
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97 5,263
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２．サマリー情報（その他）に関する事項



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 3,120,799 2,755,405

受取手形及び売掛金 9,493,776 9,704,416

商品 919,464 880,932

その他 152,780 197,474

貸倒引当金 △26,423 △6,123

流動資産合計 13,660,396 13,532,105

固定資産   

有形固定資産 151,266 146,599

無形固定資産 25,274 23,739

投資その他の資産   

その他 470,593 428,040

貸倒引当金 △37,193 △37,048

投資その他の資産合計 433,400 390,991

固定資産合計 609,941 561,330

資産合計 14,270,338 14,093,436

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,924,328 7,803,421

短期借入金 600,000 600,000

未払法人税等 177,042 107,867

引当金 97,356 49,004

その他 157,611 166,762

流動負債合計 8,956,339 8,727,055

固定負債   

引当金 115,517 70,127

その他 32,464 32,968

固定負債合計 147,981 103,096

負債合計 9,104,320 8,830,152

純資産の部   

株主資本   

資本金 820,000 820,000

資本剰余金 697,471 697,471

利益剰余金 3,901,866 4,006,337

自己株式 △188,621 △188,621

株主資本合計 5,230,716 5,335,187

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 44,208 36,038

繰延ヘッジ損益 1,610 △480

為替換算調整勘定 △110,517 △107,462

その他の包括利益累計額合計 △64,698 △71,904

純資産合計 5,166,018 5,263,283

負債純資産合計 14,270,338 14,093,436



（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 10,063,600 9,878,832

売上原価 9,493,227 9,305,842

売上総利益 570,373 572,989

販売費及び一般管理費 413,831 323,012

営業利益 156,541 249,976

営業外収益   

受取利息 231 225

受取配当金 3,975 4,036

その他 684 963

営業外収益合計 4,892 5,225

営業外費用   

支払利息 1,198 1,122

支払保証料 7,839 8,592

売上割引 3,200 4,668

その他 164 0

営業外費用合計 12,403 14,383

経常利益 149,030 240,819

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,580 －

特別利益合計 1,580 －

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 9,467 －

特別損失合計 9,467 －

税金等調整前四半期純利益 141,143 240,819

法人税等 58,055 103,353

少数株主損益調整前四半期純利益 83,088 137,465

少数株主利益 － －

四半期純利益 83,088 137,465



（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 83,088 137,465

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △11,641 △8,169

繰延ヘッジ損益 2,448 △2,091

為替換算調整勘定 2,442 3,055

その他の包括利益合計 △6,750 △7,205

四半期包括利益 76,338 130,259

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 76,338 130,259

少数株主に係る四半期包括利益 － －



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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