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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 6,500 △7.2 135 △80.1 145 △77.7 144 △58.5

23年3月期第1四半期 7,006 31.8 683 ― 650 ― 346 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 243百万円 （△39.9％） 23年3月期第1四半期 404百万円 （―％）

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 7.33 ―

23年3月期第1四半期 17.64 ―

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 25,926 15,959 61.6
23年3月期 25,277 15,814 62.6

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  15,959百万円 23年3月期  15,814百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 5.00 ― 5.00 10.00

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) 12,000 △11.7 240 △77.6 240 △75.7 △500 ― ―

通期 26,000 △1.0 1,200 △8.0 1,200 7.3 1,900 438.6 96.64



(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表の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将来に関する事項は、発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在に
おける仮定を前提としています。実際には、今後様々な要因によって大きく異なる結果と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 23,446,209 株 23年3月期 23,446,209 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 3,786,074 株 23年3月期 3,786,074 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 19,660,135 株 23年3月期1Q 19,660,229 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響による生産

活動の一時的な落ち込みに加え、自粛ムードによる消費の減速、また円高が続いていることなどにより、経済環境

は不透明な状況で推移いたしました。一方、世界経済においては、欧州の一部の国々における財政不安や原油高の

影響等にともない、海外経済の回復が緩やかになっているなど、予断を許さない状況が継続しております。 

このような状況のもと、当社グループ（当社及び連結子会社）では、小高工場（福島県南相馬市）が福島第一原

子力発電所に係る警戒区域であるため、生産能力が低下しましたものの、株式会社デンソー東日本から賃借いたし

ました工場（現当社田村工場、福島県田村市）により生産回復に努めました。また、特別損益といたしまして、大

宮工場閉鎖にともなう社宅用地の譲渡に係る固定資産売却益、及び東日本大震災の影響による損失などが、それぞ

れ発生しております。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は65億円（前年同四半期比7.2％減）、営業利益は１億３ 

千５百万円（前年同四半期比80.1％減）、経常利益は１億４千５百万円（前年同四半期比77.7％減）、四半期純利

益は１億４千４百万円（前年同四半期比58.5％減）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。 

①産業用資材 

主力の工業用品部門は、海外での売上が好調でしたが、国内は震災による自動車部品メーカーの減産の影響によ

り、前年に比べ減収減益となりました。制御機器部門は、液晶半導体と医療関係が好調だったため前年に比べ増収

となりましたものの、生産効率が悪化したことにより減益となりました。電気材料部門は、電子関連製品の落ち込

みにより減収減益となりました。 

この結果、売上高は37億９百万円（前年同四半期比7.4％減）、営業利益は１億４百万円（前年同四半期比

76.8％減）となりました。  

②引布加工品 

引布部門は、震災による取引先メーカーの減産の影響により前年に比べ減収減益となりました。印刷材料部門

は、海外での販売が好調で前年に比べ増収となりましたが、震災による国内の印刷業界の低迷により減益となりま

した。加工品部門は、国内での救命いかだの販売が伸び悩んだことにより前年に比べ減収減益となりました。 

この結果、売上高は11億６千２百万円（前年同四半期比6.6％減）、営業損失は３千３百万円（前年同四半期は

営業利益１億２千１百万円）となりました。 

③スポーツ用品 

ゴルフ用カーボンシャフト部門は、米国での販売が伸びを見せましたが、国内販売は震災による消費の自粛ムー

ドの影響により、前年に比べ減収減益となりました。一方アウトドア用品部門は、登山ブームの影響もありシュー

ズ関連商品の売上が好調だったため、前年に比べ増収増益となりました。 

この結果、売上高は14億８千万円（前年同四半期比7.5％減）、営業利益は１億７千３百万円（前年同四半期比

14.3％減）となりました。 

④その他 

物流部門は、荷主からの依頼が減少したため前年に比べ減収となりましたものの、コスト削減に努めたことによ

り増益となりました。 

この結果、売上高は１億４千９百万円（前年同四半期比3.1％減）、営業利益は２千４百万円（前年同四半期比

9.1％増）となりました。 

  

  

（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、前連結会計年度末と比較し、６億４千８百万円増加の259億２千６百

万円となりました。また、負債合計は前連結会計年度末と比較し、５億３百万円増加の99億６千６百万円となりま

した。純資産は159億５千９百万円となり、これらの結果、自己資本比率は前連結会計年度末の62.6％から61.6％

に低下いたしました。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成23年５月12日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通

期の連結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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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 3,077,570 3,514,880

受取手形及び売掛金 6,652,434 6,516,060

有価証券 300,210 －

商品及び製品 1,447,053 1,681,886

仕掛品 1,832,525 2,403,736

原材料及び貯蔵品 425,594 511,321

繰延税金資産 291,581 192,380

その他 641,895 544,536

貸倒引当金 △18,184 △18,797

流動資産合計 14,650,680 15,346,004

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,264,609 3,221,075

機械装置及び運搬具（純額） 2,318,655 2,243,913

土地 2,638,202 2,628,682

建設仮勘定 230,499 320,004

その他（純額） 455,181 506,595

有形固定資産合計 8,907,149 8,920,272

無形固定資産 87,799 89,066

投資その他の資産   

投資その他の資産 1,652,092 1,585,902

貸倒引当金 △20,379 △15,175

投資その他の資産合計 1,631,713 1,570,727

固定資産合計 10,626,662 10,580,065

資産合計 25,277,343 25,926,070

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,083,534 2,889,070

短期借入金 2,510,510 2,764,403

未払法人税等 172,753 109,532

賞与引当金 322,639 94,905

災害損失引当金 42,658 －

その他 2,032,248 1,927,265

流動負債合計 7,164,344 7,785,176

固定負債   

長期借入金 1,500,000 1,375,000

繰延税金負債 117,339 71,026

退職給付引当金 468,119 513,908

環境対策引当金 40,430 40,430

資産除去債務 22,837 22,837

その他 149,797 158,396

固定負債合計 2,298,524 2,181,599

負債合計 9,462,868 9,966,776
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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 3,804,298 3,804,298

資本剰余金 3,230,719 3,230,719

利益剰余金 10,436,865 10,482,579

自己株式 △1,556,395 △1,556,395

株主資本合計 15,915,488 15,961,202

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 132,058 91,808

為替換算調整勘定 △233,072 △93,716

その他の包括利益累計額合計 △101,013 △1,908

純資産合計 15,814,474 15,959,293

負債純資産合計 25,277,343 25,926,070
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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：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 7,006,219 6,500,664

売上原価 5,166,858 5,213,420

売上総利益 1,839,360 1,287,244

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 95,396 115,255

給料及び手当 398,117 419,019

賞与引当金繰入額 22,358 27,734

退職給付費用 33,216 33,617

減価償却費 26,256 22,760

研究開発費 98,098 96,876

その他 482,913 436,021

販売費及び一般管理費合計 1,156,356 1,151,285

営業利益 683,004 135,959

営業外収益   

受取利息 2,077 1,910

受取配当金 15,806 32,353

受取賃貸料 12,893 14,464

その他 15,185 19,018

営業外収益合計 45,962 67,746

営業外費用   

支払利息 6,572 9,267

賃貸収入原価 10,581 7,785

為替差損 43,157 31,885

その他 18,166 9,616

営業外費用合計 78,478 58,554

経常利益 650,488 145,151

特別利益   

固定資産売却益 9,348 428,145

特別利益合計 9,348 428,145

特別損失   

固定資産除却損 － 9,416

災害による損失 － 243,489

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 22,837 －

環境対策引当金繰入額 40,430 －

特別損失合計 63,267 252,905

税金等調整前四半期純利益 596,569 320,390

法人税、住民税及び事業税 189,496 97,081

法人税等調整額 60,335 79,295

法人税等合計 249,831 176,376

少数株主損益調整前四半期純利益 346,737 144,014

四半期純利益 346,737 144,014
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（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 346,737 144,014

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △63,922 △40,250

繰延ヘッジ損益 △1,389 －

為替換算調整勘定 123,380 139,355

その他の包括利益合計 58,068 99,105

四半期包括利益 404,806 243,119

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 404,806 243,119
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該当事項はありません。 

  

  

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） 

  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 

（注）１ セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去106千円及び各報告セグメントに配分していない全 

     社費用△114,221千円が含まれています。全社費用は、主に当社の総務部門、人事部門、経理部門にかか 

         る費用であります。                                      

２ セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

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） 

 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 

（注）１ セグメント利益の調整額には、セグメント間取引消去197千円及び各報告セグメントに配分していない全 

         社費用△132,571千円が含まれています。全社費用は、主に当社の総務部門、人事部門、経理部門にかか 

         る費用であります。                                      

２ セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。  

  

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

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計

  
  

調整額
（注）１ 

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額 
（注）２ 産業用資材 

引布
加工品 

スポーツ
用品 

その他   

売上高               

外部顧客への売上高  4,007,134  1,244,377  1,600,847  153,859  7,006,219  ―  7,006,219

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 ―  ―  ―  33,745  33,745  △33,745  ―

計  4,007,134  1,244,377  1,600,847  187,604  7,039,964  △33,745  7,006,219

セグメント利益  451,628  121,312  202,121  22,056  797,118  △114,114  683,004

  （単位：千円）

  

報告セグメント

合計

  
  

調整額
（注）１ 

四半期連結
損益及び包
括利益計算
書計上額 
（注）２ 産業用資材 

引布
加工品 

スポーツ
用品 

その他   

売上高               

外部顧客への売上高  3,709,219  1,162,280  1,480,074  149,089  6,500,664  ―  6,500,664

セグメント間の内部売上
高又は振替高 

 ―  ―  ―  45,173  45,173  △45,173  ―

計  3,709,219  1,162,280  1,480,074  194,263  6,545,838  △45,173  6,500,664

セグメント利益 

又は損失（△） 
 104,730  △33,704  173,235  24,070  268,332  △132,373  135,959

（５）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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