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（百万円未満切捨て） 

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） 
(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 3,306 2.9 105 － 82 － 94 38.5
23年３月期第１四半期 3,213 △7.7 △242 － △256 － 68 －
（注）包括利益  24年３月期第１四半期  109百万円（127.2％）  23年３月期第１四半期48百万円（－％） 

 

 
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 100.94 －
23年３月期第１四半期 72.87 －
 
(2) 連結財政状態 

 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 13,334 2,786 20.4 
23年３月期 13,160 2,674 19.8 
（参考）自己資本    24年３月期第１四半期  2,714百万円  23年３月期  2,608百万円 

 
２．配当の状況 

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 － 0.00 0.00 
24年３月期 －  
24年３月期(予想)  0.00 － 0.00 0.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 

 
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） 

 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) 

6,800 1.8 10 － △40 － △60 － △64.16

通      期 13,900 △0.6 540 58.8 450 92.7 290 28.3 310.11
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 

 



 

 

４．その他 
 
(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 

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有 
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 

  
(4) 発行済株式数（普通株式）  

①  期末発行済株式数(自己株式を含む) 24年３月期１Ｑ 935,142株 23年３月期 935,142株
②  期末自己株式数 24年３月期１Ｑ －株 23年３月期 －株
③  期中平均株式数(四半期累計) 24年３月期１Ｑ 935,142株 23年３月期１Ｑ 935,142株

 
 
※ 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。 
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１．サマリー情報（その他）に関する事項 

 

(1) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計方針の変更） 

「１株当たり当期純利益に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成

22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 

平成22年６月30日）を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストッ

ク・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプショ

ンの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

なお、これによる潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に与える影響はありません。 
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２．四半期連結財務諸表 
（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 698 965 

受取手形及び売掛金 2,753 2,737 

商品及び製品 982 977 

仕掛品 450 471 

原材料及び貯蔵品 255 274 

その他 1,729 1,256 

貸倒引当金 △34 △34 

流動資産合計 6,834 6,649 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,517 2,471 

土地 1,968 1,968 

その他（純額） 417 407 

有形固定資産合計 4,903 4,847 

無形固定資産   

その他 49 72 

無形固定資産合計 49 72 

投資その他の資産   

長期貸付金 5,623 6,166 

その他 1,914 1,799 

貸倒引当金 △6,166 △6,201 

投資その他の資産合計 1,372 1,765 

固定資産合計 6,325 6,684 

資産合計 13,160 13,334 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,726 1,863 

短期借入金 5,268 5,214 

未払法人税等 246 16 

賞与引当金 38 129 

その他 1,609 1,754 

流動負債合計 8,889 8,977 

固定負債   

退職給付引当金 447 454 

債務保証損失引当金 538 503 

資産除去債務 115 115 

その他 494 496 

固定負債合計 1,595 1,569 
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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) 

負債合計 10,485 10,547 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,286 6,286 

資本剰余金 7,577 7,577 

利益剰余金 △11,241 △11,147 

株主資本合計 2,622 2,716 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △14 △2 

その他の包括利益累計額合計 △14 △2 

新株予約権 20 23 

少数株主持分 46 49 

純資産合計 2,674 2,786 

負債純資産合計 13,160 13,334 
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 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) 

売上高 3,213 3,306 

売上原価 2,491 2,378 

売上総利益 721 928 

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 269 261 

その他 694 561 

販売費及び一般管理費合計 964 822 

営業利益又は営業損失（△） △242 105 

営業外収益   

受取利息 9 9 

受取配当金 0 0 

未払消費税戻入益 13 － 

債務保証損失引当金戻入額 － 35 

貸倒引当金戻入額 － 25 

その他 9 8 

営業外収益合計 32 78 

営業外費用   

支払利息 31 32 

貸倒引当金繰入額 － 61 

その他 15 8 

営業外費用合計 46 102 

経常利益又は経常損失（△） △256 82 

特別利益   

投資有価証券売却益 － 94 

債務保証損失引当金戻入額 79 － 

棚卸資産等受贈益 62 － 

その他 31 － 

特別利益合計 172 94 

特別損失   

減損損失 11 － 

貸倒引当金繰入額 74 － 

訴訟関連費用 29 － 

たな卸資産評価損 － 43 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 53 － 

その他 4 0 

特別損失合計 173 43 

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（△）

△257 133 

法人税、住民税及び事業税 20 17 

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

△38 － 

法人税等調整額 △21 18 
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(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) 

過年度法人税等戻入額 △275 － 

法人税等合計 △315 36 

少数株主損益調整前四半期純利益 58 97 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △9 3 

四半期純利益 68 94 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △9 3 

少数株主損益調整前四半期純利益 58 97 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10 11 

その他の包括利益合計 △10 11 

四半期包括利益 48 109 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 57 106 

少数株主に係る四半期包括利益 △9 3 
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

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。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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。 
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