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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 1,887 6.4 261 373.5 265 ― 202 ―

23年3月期第1四半期 1,774 19.9 55 308.4 △55 ― △60 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 229百万円 （278.1％） 23年3月期第1四半期 60百万円 （―％）

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 26.37 ―

23年3月期第1四半期 △7.84 ―

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 12,187 5,492 45.1
23年3月期 12,354 5,312 43.0

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  5,492百万円 23年3月期  5,312百万円

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 ― 5.00 5.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 5.00 5.00

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) 3,750 7.8 190 6.7 210 206.6 140 431.3 18.25
通期 7,800 4.9 470 △8.3 550 25.1 360 △19.2 46.92

105321
スタンプ



(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）  ：  有  

(注)詳細は、添付資料3ページ「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」をご覧ください。 

(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を実施中です。 

※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。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、四半期
決算短信(添付資料)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

新規 ―社 （社名） 、 除外 1社 （社名） NANSIN USA CORPORATION

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 7,708,000 株 23年3月期 7,708,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 35,273 株 23年3月期 35,273 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 7,672,727 株 23年3月期1Q 7,674,585 株
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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 

   当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災や福島原発事故の影

響による景気の停滞に加え、急激に円高が進行するなど、予断を許さない状況が続いて

おります。 
   当社グループが属する業界におきましても、主要な取引先である機械工具業界や物流

業界からの受注が落ち込み、厳しい経営環境に置かれております。 
   こうした状況の下、当社グループは、生産の海外シフト等による原価低減や固定費の

更なる圧縮に努め、経営体質の充実強化に注力してまいりました。 
   その結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,887,434千円（前年同四半期比6.4％

増）、営業利益は粗利益率の改善や経費削減効果により 261,443 千円（前年同四半期比

373.5％増）、経常利益は 265,965 千円（前年同四半期は経常損失 55,288 千円）、四半期

純利益は 202,332 千円（前年同四半期は四半期純損失 60,156 千円）となりました。 
 

 （２）連結財政状態に関する定性的情報 
  （資産） 
   流動資産は、前連結会計年度末に比べて 0.8%減少し、5,722,977 千円となりました。

これは主に、たな卸資産が 68,144 千円増加し、受取手形及び売掛金が 79,364 千円減少

したことによります。 
   固定資産は、前連結会計年度末に比べて 1.9%減少し、6,464,612 千円となりました。 
   これは主に、建物及び構築物 45,369 千円及び長期繰延税金資産 40,300 千円が減少した

ことによります。 
     この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて 1.4%減少し、12,187,589 千円となり

ました。 
(負債) 
流動負債は、前連結会計年度末に比べて 3.1%減少し、4,309,794 千円となりました。 

これは主に、短期借入金が 87,955 千円減少したことによります。 
   固定負債は、前連結会計年度末に比べて 8.1%減少し、2,384,860 千円となりました。 

これは主に、役員退職慰労引当金 72,455 千円及びリース契約補償損失引当金 59,226 千

円が減少したことによります。 
   この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて 4.9%減少し、6,694,654 千円とな

りました。 
   （純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 3.4%増加し、5,492,935 千円となりました。 
これは主に、利益剰余金が 153,051 千円増加したことによります。 
この結果、自己資本比率は 45.1%となりました。 

 
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

   第１四半期連結累計期間の売上高は、概ね計画どおり進捗いたしました。利益面は、 
  計画を上回って推移しておりますが、今後の経済見通しについては、為替の動向等不透

明な要素を残しております。 
従いまして、当期の業績見通しにつきましては、現時点では平成 23 年 5 月 13 日に発   
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表しました業績予想に修正はありません。但し、業績予想を見直す必要が生じた場合に

は、速やかに開示する予定であります。 
 

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 

NANSIN USA CORPORATION は現在清算の手続中であり、連結財務諸表に重要な影響を

及ぼさないものと判断されることから、当第１四半期連結会計期間より連結の範囲か

ら除外しております。 

 

 

（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・会計上の見積もりの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 
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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 1,463,945 1,447,644

受取手形及び売掛金 2,116,865 2,037,501

有価証券 299,817 299,842

商品及び製品 840,033 922,291

仕掛品 256,998 267,828

原材料及び貯蔵品 503,462 478,520

その他 289,885 272,479

貸倒引当金 △3,265 △3,129

流動資産合計 5,767,743 5,722,977

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,690,625 2,645,255

土地 2,319,600 2,319,600

その他（純額） 455,292 433,793

有形固定資産合計 5,465,517 5,398,648

無形固定資産 298,254 284,260

投資その他の資産   

その他 837,193 796,069

貸倒引当金 △13,781 △14,366

投資その他の資産合計 823,411 781,702

固定資産合計 6,587,183 6,464,612

資産合計 12,354,926 12,187,589
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,073,930 991,515

短期借入金 2,950,000 2,862,044

1年内返済予定の長期借入金 124,200 99,000

未払法人税等 159 155

賞与引当金 52,104 22,947

その他 245,173 334,131

流動負債合計 4,445,567 4,309,794

固定負債   

長期借入金 131,250 114,000

退職給付引当金 301,184 278,131

役員退職慰労引当金 476,615 404,160

リース契約補償損失引当金 1,243,113 1,183,886

事業整理損失引当金 279,739 263,938

資産除去債務 18,387 18,474

その他 146,079 122,269

固定負債合計 2,596,370 2,384,860

負債合計 7,041,937 6,694,654

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,696,500 1,696,500

資本剰余金 1,542,759 1,542,759

利益剰余金 2,136,227 2,289,279

自己株式 △9,309 △9,309

株主資本合計 5,366,176 5,519,228

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 15,899 14,861

為替換算調整勘定 △69,087 △41,154

その他の包括利益累計額合計 △53,187 △26,293

純資産合計 5,312,989 5,492,935

負債純資産合計 12,354,926 12,187,589
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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 1,774,410 1,887,434

売上原価 1,347,008 1,289,018

売上総利益 427,402 598,416

販売費及び一般管理費 372,181 336,972

営業利益 55,220 261,443

営業外収益   

受取利息及び配当金 3,832 3,873

受取賃貸料 24,791 9,709

為替差益 － 2,327

その他 7,262 6,925

営業外収益合計 35,886 22,835

営業外費用   

支払利息 11,805 7,043

賃借料 18,798 －

賃貸収入原価 5,285 5,285

為替差損 105,111 －

その他 5,393 5,985

営業外費用合計 146,395 18,314

経常利益又は経常損失（△） △55,288 265,965

特別利益   

固定資産売却益 － 70

貸倒引当金戻入額 34 －

賞与引当金戻入額 6,321 －

その他 3,211 －

特別利益合計 9,567 70

特別損失   

固定資産除売却損 1,280 69

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 12,948 －

その他 22 －

特別損失合計 14,251 69

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（△）

△59,971 265,966

法人税、住民税及び事業税 8,495 12,876

過年度法人税等 13,960 －

法人税等調整額 △22,270 50,757

法人税等合計 185 63,634

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△60,156 202,332

四半期純利益又は四半期純損失（△） △60,156 202,332
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△60,156 202,332

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 4,951 △1,038

為替換算調整勘定 115,827 27,932

その他の包括利益合計 120,778 26,894

四半期包括利益 60,622 229,226

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 60,622 229,226

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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