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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 4,394 △0.2 218 △12.3 251 △5.5 138 △12.6

23年3月期第1四半期 4,401 6.3 248 69.0 265 35.3 158 313.6

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 127百万円 （△0.7％） 23年3月期第1四半期 128百万円 （―％）

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 16.13 ―

23年3月期第1四半期 18.45 ―

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 15,991 9,474 59.2
23年3月期 15,597 9,420 60.4

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  9,474百万円 23年3月期  9,420百万円

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 ― 8.50 ― 8.50 17.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 8.50 ― 8.50 17.00

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) 8,700 2.2 320 △18.6 400 △16.3 240 △16.0 27.89
通期 17,500 3.7 710 0.8 930 0.9 530 △5.7 61.59



(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  

(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監査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 
本資料に記載されている業績見通し等の将来の記載に関する記述は、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、添付資料の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

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 9,328,000 株 23年3月期 9,328,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 723,187 株 23年3月期 722,977 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 8,604,893 株 23年3月期1Q 8,606,264 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により依然として厳しい状況

が続いており、雇用情勢や個人消費も弱い動きで推移しました。 

 このような経営環境のもと、当社グループは既存分野の維持拡大および環境に配慮した製品の提供な

ど提案営業を積極的に推進し業績向上を図るとともに、顧客満足の質的向上を目指し企業価値の増大に

取り組みました。 

 その結果、売上高は43億94百万円（前年同四半期比0.2％減）となり、営業利益は２億18百万円（前

年同四半期比12.3％減）、経常利益は２億51百万円（前年同四半期比5.5％減）、四半期純利益は１億

38百万円（前年同四半期比12.6％減）となりました。  

  

  

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より３億94百万円増加し、159億91百万

円となりました。 

 流動資産については、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加等により前連結会計年度末に比べて

４億86百万円増加しております。固定資産については、有形固定資産の減価償却が進んだこと等によ

り、前連結会計年度末に比べて92百万円減少しております。 

 負債合計は65億16百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億40百万円増加しております。流動負

債については、支払手形及び買掛金、未払法人税等の増加により、前連結会計年度末に比べて３億89百

万円増加しております。固定負債については、長期借入金の返済等により、前連結会計年度末に比べて

49百万円減少しております。 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は94億74百万円となり、前連結会計年度末に比べて

53百万円の増加となりました。 

  

  

平成24年３月期の見通しにつきまして、平成23年５月10日の決算発表時の業績予想数値からの変更は

ありません。 

  

  

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する方

法によっております。 

  

  

  

  

  

  

  

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
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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 2,138,980 2,366,628

受取手形及び売掛金 3,886,950 4,056,939

商品及び製品 544,596 609,480

仕掛品 145,358 143,043

原材料及び貯蔵品 611,194 591,886

その他 278,722 324,203

貸倒引当金 △14,437 △14,206

流動資産合計 7,591,364 8,077,975

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,504,755 2,479,614

機械装置及び運搬具（純額） 1,848,195 1,805,028

その他（純額） 1,810,326 1,829,685

有形固定資産合計 6,163,277 6,114,329

無形固定資産 111,251 114,082

投資その他の資産   

投資有価証券 987,705 948,755

その他 801,045 793,515

貸倒引当金 △56,978 △56,965

投資その他の資産合計 1,731,772 1,685,305

固定資産合計 8,006,300 7,913,717

資産合計 15,597,665 15,991,692

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,073,843 3,186,226

短期借入金 470,914 503,107

未払法人税等 105,067 187,157

賞与引当金 214,917 109,784

その他 874,545 1,142,763

流動負債合計 4,739,288 5,129,039

固定負債   

長期借入金 162,258 102,694

退職給付引当金 939,498 949,529

役員退職慰労引当金 159,275 162,920

その他 176,378 172,615

固定負債合計 1,437,410 1,387,761

負債合計 6,176,699 6,516,800
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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 466,400 466,400

資本剰余金 345,514 345,514

利益剰余金 9,116,885 9,182,556

自己株式 △369,041 △369,162

株主資本合計 9,559,758 9,625,307

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 200,445 176,459

為替換算調整勘定 △339,237 △326,874

その他の包括利益累計額合計 △138,792 △150,415

純資産合計 9,420,966 9,474,892

負債純資産合計 15,597,665 15,991,692
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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 4,401,576 4,394,561

売上原価 3,425,669 3,443,903

売上総利益 975,907 950,658

販売費及び一般管理費 727,186 732,431

営業利益 248,720 218,227

営業外収益   

受取利息 1,411 2,330

受取配当金 4,100 4,701

受取賃貸料 50,376 50,005

その他 18,453 15,598

営業外収益合計 74,342 72,635

営業外費用   

支払利息 7,417 5,327

不動産賃貸費用 4,514 4,295

為替差損 42,018 24,037

売上割引 2,203 2,302

その他 1,132 3,700

営業外費用合計 57,286 39,663

経常利益 265,776 251,199

特別利益   

固定資産売却益 － 66

受取保険金 － 21,700

特別利益合計 － 21,766

特別損失   

固定資産除却損 － 1,421

固定資産売却損 － 3,596

特別損失合計 － 5,017

税金等調整前四半期純利益 265,776 267,948

法人税、住民税及び事業税 120,863 188,108

法人税等調整額 △13,872 △58,973

法人税等合計 106,990 129,134

少数株主損益調整前四半期純利益 158,785 138,813

少数株主利益 － －

四半期純利益 158,785 138,813
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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 158,785 138,813

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △57,939 △23,986

為替換算調整勘定 27,282 12,362

その他の包括利益合計 △30,656 △11,623

四半期包括利益 128,128 127,189

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 128,128 127,189

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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