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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 1,171 5.0 △94 ― △63 ― △37 ―

23年3月期第1四半期 1,114 △23.2 △77 ― △50 ― △38 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △12百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △93百万円 （―％）

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 △6.56 ―

23年3月期第1四半期 △6.60 ―

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 7,305 4,939 67.6
23年3月期 7,575 5,067 66.9

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  4,939百万円 23年3月期  5,067百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― 20.00 20.00

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) 3,700 37.1 180 ― 190 ― 120 ― 20.96
通期 8,500 28.3 600 274.7 610 249.3 410 367.4 71.62



(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「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
半期報告書の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 
 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

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 6,100,000 株 23年3月期 6,100,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 375,574 株 23年3月期 375,554 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 5,724,428 株 23年3月期1Q 5,789,368 株
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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 

 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

用後の実行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。 

（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。 

１．サマリー情報（その他）に関する事項



２．四半期連結財務諸表 
（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 871,550 623,332

受取手形及び売掛金 1,898,472 1,426,427

電子記録債権 639,640 600,773

商品及び製品 99,137 272,048

仕掛品 91,805 110,861

原材料及び貯蔵品 238,344 295,602

繰延税金資産 76,857 97,160

未収入金 20,832 48,048

その他 36,206 71,258

貸倒引当金 △43,000 △36,000

流動資産合計 3,929,846 3,509,512

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 948,421 967,476

土地 962,125 962,125

その他（純額） 389,248 494,874

有形固定資産合計 2,299,795 2,424,477

無形固定資産   

その他 134,781 139,353

無形固定資産合計 134,781 139,353

投資その他の資産   

投資有価証券 664,768 659,852

関係会社出資金 44,700 44,700

会員権 73,047 73,047

繰延税金資産 266,496 269,495

その他 163,643 186,018

貸倒引当金 △1,087 △1,087

投資その他の資産合計 1,211,568 1,232,026

固定資産合計 3,646,146 3,795,857

資産合計 7,575,993 7,305,370



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,259,004 1,074,704

短期借入金 298,462 268,968

未払金 240,033 245,683

未払法人税等 25,812 2,944

未払消費税等 22,953 7,322

賞与引当金 52,359 79,482

その他 48,380 135,090

流動負債合計 1,947,005 1,814,197

固定負債   

退職給付引当金 221,314 215,835

長期未払金 335,452 335,452

その他 5,000 －

固定負債合計 561,766 551,287

負債合計 2,508,772 2,365,485

純資産の部   

株主資本   

資本金 866,000 866,000

資本剰余金 691,000 691,000

利益剰余金 3,979,797 3,827,733

自己株式 △260,876 △260,889

株主資本合計 5,275,920 5,123,844

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △54,705 △59,129

為替換算調整勘定 △153,994 △124,830

その他の包括利益累計額合計 △208,700 △183,960

純資産合計 5,067,220 4,939,884

負債純資産合計 7,575,993 7,305,370



（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 1,114,920 1,171,192

売上原価 791,587 851,628

売上総利益 323,333 319,563

販売費及び一般管理費 401,290 413,877

営業損失（△） △77,957 △94,314

営業外収益   

受取利息 508 291

受取配当金 13,250 15,023

受取賃貸料 3,968 4,861

為替差益 2,214 9,501

雇用調整助成金 6,862 －

その他 2,116 4,557

営業外収益合計 28,920 34,234

営業外費用   

支払利息 1,578 3,136

その他 379 637

営業外費用合計 1,958 3,774

経常損失（△） △50,994 △63,854

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,000 －

特別利益合計 7,000 －

税金等調整前四半期純損失（△） △43,994 △63,854

法人税等 △5,775 △26,279

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △38,219 △37,574

四半期純損失（△） △38,219 △37,574



（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損失（△） △38,219 △37,574

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △66,274 △4,424

為替換算調整勘定 10,931 29,164

その他の包括利益合計 △55,343 24,740

四半期包括利益 △93,563 △12,834

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △93,563 △12,834



 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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