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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 22,137 11.2 174 211.3 155 683.4 97 130.2
23年3月期第1四半期 19,904 15.6 56 ― 19 ― 42 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 78百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 1百万円 （―％）

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 3.74 ―

23年3月期第1四半期 1.59 ―

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 35,149 6,051 16.6
23年3月期 38,891 6,054 15.0

（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  5,825百万円 23年3月期  5,830百万円

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 ― 3.00 3.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 3.00 3.00

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) 45,000 △0.1 300 △55.0 200 △66.5 100 △69.8 3.81
通期 95,000 1.2 1,000 △32.9 800 △41.0 400 △52.9 15.24



(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財務諸表に対する四
半期レビュー手続は終了しております。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成23年５月13日に公表しました業績予想に変更はありません。 
２．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。 

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 26,628,000 株 23年3月期 26,628,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 583,373 株 23年3月期 602,566 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 26,038,241 株 23年3月期1Q 26,580,197 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災により深刻な打撃を受け、生産・流通が

一時停止し、更に消費の自粛等により停滞が続きました。そして今なお原発事故に伴う健康被害や電力供給に対す

る懸念は残り、また、海外の経済動向や円高の継続等、先行きは不透明で予断を許さない状況下にあります。  

 このような経済状況の中、当社グループは積極的な営業活動に努めてまいりました結果、セグメントにより状

況は異なるものの全体として増収増益の成果をあげることができました。 

 当第１四半期の連結業績は、売上高は221億37百万円（前年同期比11.2％増、22億32百万円増）、営業利益は１

億74百万円（同211.3％増、１億18百万円増）、経常利益は１億55百万円（同683.4％増、１億36百万円増）、四半

期純利益は97百万円（同130.2％増、55百万円増）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

（電機関連事業） 

電機関連事業では、各種部品メーカー等の被災によりサプライチェーンが寸断され、主要仕入先においては電子

機器、空調機器等の受注・出荷停止を余儀なくされた時期もありましたが、それらの回復も早く、復旧需要に対す

る販売が好調であったため、ほぼ前年並みの業績をあげることができました。 

以上の結果、売上高は33億62百万円（前年同期比5.2％減）、セグメント利益は30百万円（同0.2％増）となりま

した。  

（機械関連事業） 

農業施設事業においては、本州地区において大型ジュース製造設備が順調に受渡しとなり、業績に貢献しまし

た。また、機械設備事業においては食品製造機械を中心に好調に推移しました。 

以上の結果、売上高は28億36百万円（前年同期比72.8％増）、セグメント利益は51百万円（前年同期はセグメン

ト損失△22百万円）となりました。 

（資材・燃料関連事業） 

建材事業では、震災に伴い公共・民間物件ともに工事の停止、また発注の遅れが影響し低調に推移しました。 

燃料事業においては、震災の影響を受けながらも販売は順調に進み、ほぼ前年並みの業績となりました。 

以上の結果、売上高は106億２百万円（前年同期比3.4％増）、セグメント利益は３百万円（同94.1％減）となり

ました。 

（海運関連事業） 

連結子会社のナラサキスタックス㈱においては、八戸港において一部設備が被災しましたが、東北地区港湾被災

に伴う海上輸送や保管の代替需要の影響もあり、業績は堅調に推移しました。  

以上の結果、売上高は45億31百万円（前年同期比12.1％増）、セグメント利益は１億19百万円（同55.9％増）と

なりました。 

  

なお、当社の連結業績は官公庁向け及び一般民需物件ともに第２四半期以降に売上が集中するため、四半期別の

業績には季節的変動があり、第１四半期の利益は低水準になる傾向があります。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は351億49百万円となり、前連結会計年度末に比べて37億41百万円の減少

となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金の減少33億34百万円であります。 

負債は290億98百万円となり、前連結会計年度末に比べて37億38百万円の減少となりました。主な要因は、支払

手形及び買掛金の減少23億74百万円、借入金の減少９億21百万円であります。 

純資産は60億51百万円となり、前連結会計年度末に比べて３百万円の減少となりました。以上の結果、自己資本

比率は前連結会計年度末に比べて1.6ポイント増加し、16.6％となりました。  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表しました業績予想に変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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。 

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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：百万円）

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 5,023 4,614

受取手形及び売掛金 18,630 15,295

商品及び製品 500 649

原材料及び貯蔵品 29 36

その他 1,848 1,749

貸倒引当金 △183 △170

流動資産合計 25,848 22,174

固定資産   

有形固定資産   

土地 6,214 6,214

その他（純額） 3,034 2,992

有形固定資産合計 9,249 9,206

無形固定資産   

その他 95 90

無形固定資産合計 95 90

投資その他の資産   

その他 4,022 4,008

貸倒引当金 △324 △329

投資その他の資産合計 3,698 3,678

固定資産合計 13,042 12,975

資産合計 38,891 35,149
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（単位：百万円）

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 18,025 15,650

短期借入金 3,625 3,375

1年内返済予定の長期借入金 2,523 2,442

未払法人税等 229 64

賞与引当金 303 70

その他 1,018 993

流動負債合計 25,725 22,596

固定負債   

社債 200 200

長期借入金 4,683 4,093

退職給付引当金 614 637

役員退職慰労引当金 231 192

特別修繕引当金 43 48

その他 1,337 1,330

固定負債合計 7,110 6,501

負債合計 32,836 29,098

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,354 2,354

資本剰余金 1,289 1,289

利益剰余金 2,211 2,230

自己株式 △63 △61

株主資本合計 5,791 5,813

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 38 12

繰延ヘッジ損益 0 △0

その他の包括利益累計額合計 38 12

少数株主持分 224 225

純資産合計 6,054 6,051

負債純資産合計 38,891 35,149
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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：百万円）

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 19,904 22,137

売上原価 18,134 20,272

売上総利益 1,770 1,865

販売費及び一般管理費 1,714 1,690

営業利益 56 174

営業外収益   

受取利息 4 6

受取配当金 13 14

受取賃貸料 20 20

持分法による投資利益 2 5

その他 6 11

営業外収益合計 47 58

営業外費用   

支払利息 60 52

その他 23 24

営業外費用合計 84 77

経常利益 19 155

特別利益   

固定資産売却益 36 －

貸倒引当金戻入額 21 －

特別利益合計 57 －

特別損失   

固定資産処分損 2 －

特別損失合計 2 －

税金等調整前四半期純利益 75 155

法人税、住民税及び事業税 44 46

法人税等調整額 △20 3

法人税等合計 24 50

少数株主損益調整前四半期純利益 50 105

少数株主利益 8 8

四半期純利益 42 97
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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：百万円）

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 50 105

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △47 △25

繰延ヘッジ損益 △1 △1

その他の包括利益合計 △49 △27

四半期包括利益 1 78

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △4 70

少数株主に係る四半期包括利益 6 7
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 該当事項はありません。  

  

[セグメント情報］  

Ⅰ 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）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

                                           （単位：百万円）

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設機械関連事業などを含

んでおります。  

２ セグメント利益の調整額には、各セグメントに配分していない全社費用△55百万円、セグメント間取

引消去額2百万円が含まれております。  

３ セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

該当事項はありません。  

  

Ⅱ 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）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：百万円）

（注）１ 「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、建設機械関連事業などを含

んでおります。  

２ セグメント利益の調整額には、各セグメントに配分していない全社費用△31百万円、セグメント間取

引消去額2百万円が含まれております。  

３ セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

   

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

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）セグメント情報等

  
電機  

関連事業 

機械  

関連事業

資材・燃料

関連事業

海運  

関連事業

その他

(注)１ 
合計  

調整額 

(注)２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)３ 

売上高                 

外部顧客への売上高  3,547  1,641  10,252  4,044  419  19,904  －  19,904

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  17  129  2  －  148  △ 148  －

計  3,547  1,658  10,381  4,046  419  20,053  △ 148  19,904

セグメント利益又は

セグメント損失(△) 
 30  △ 22  52  76  △ 27  109  △ 53  56

  
電機  

関連事業 

機械  

関連事業

資材・燃料

関連事業

海運  

関連事業

その他

(注)１ 
合計  

調整額 

(注)２ 

四半期連結

損益計算書

計上額 

(注)３ 

売上高                 

外部顧客への売上高  3,362  2,836  10,602  4,531  804  22,137  －  22,137

セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  0  146  2  －  148  △ 148  －

計  3,362  2,836  10,748  4,533  804  22,286  △ 148  22,137

セグメント利益又は

セグメント損失(△) 
 30  51  3  119  △ 1  203  △ 28  174
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 該当事項はありません。  

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

－9－

ナラサキ産業㈱（8085）　平成24年3月期　第1四半期決算短信


