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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 38,748 3.5 94 △72.5 240 △49.4 91 △47.4

23年3月期第1四半期 37,446 7.1 341 △31.9 475 △23.6 173 △56.4

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 112百万円 （△44.8％） 23年3月期第1四半期 203百万円 （―％）

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 7.60 ―

23年3月期第1四半期 14.44 ―

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 58,453 6,685 11.4
23年3月期 55,807 6,699 11.9

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  6,650百万円 23年3月期  6,665百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― 7.00 7.00

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) 78,872 2.5 303 △58.9 566 △44.6 249 △49.1 20.73
通期 154,884 2.5 594 △46.2 1,099 △33.5 665 △29.6 55.37



(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、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は終了しておりません。 

※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 ―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 12,572,100 株 23年3月期 12,572,100 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 562,308 株 23年3月期 562,258 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 12,009,801 株 23年3月期1Q 12,011,748 株
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１． 当四半期決算に関する定性的情報 

 

（１） 連結業績予想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業績は、概ね計画通りに推移しており、平成23年5月13日 

に公表いたしました、平成24年3月期の第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想に変更はあ 

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 1,488 2,062

受取手形及び売掛金 27,873 29,502

たな卸資産 10,248 11,225

その他 5,271 4,619

貸倒引当金 △186 △152

流動資産合計 44,696 47,258

固定資産   

有形固定資産 6,214 6,206

無形固定資産 206 204

投資その他の資産   

その他 4,838 4,931

貸倒引当金 △148 △147

投資その他の資産合計 4,690 4,783

固定資産合計 11,111 11,194

資産合計 55,807 58,453

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 37,913 40,645

短期借入金 4,444 4,425

引当金 328 503

その他 1,877 1,896

流動負債合計 44,563 47,470

固定負債   

長期借入金 2,408 2,148

引当金 662 673

その他 1,473 1,475

固定負債合計 4,543 4,296

負債合計 49,107 51,767
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,751 1,751

資本剰余金 1,484 1,484

利益剰余金 2,687 2,658

自己株式 △264 △264

株主資本合計 5,659 5,630

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,005 1,022

繰延ヘッジ損益 － △2

その他の包括利益累計額合計 1,005 1,020

少数株主持分 34 34

純資産合計 6,699 6,685

負債純資産合計 55,807 58,453
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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 37,446 38,748

売上原価 33,798 34,863

売上総利益 3,647 3,885

販売費及び一般管理費 3,305 3,791

営業利益 341 94

営業外収益   

受取利息 2 2

受取配当金 32 44

仕入割引 57 53

情報手数料 44 52

その他 45 40

営業外収益合計 181 192

営業外費用   

支払利息 29 24

売上債権売却損 11 13

その他 6 7

営業外費用合計 47 45

経常利益 475 240

特別利益   

貸倒引当金戻入額 64 －

投資有価証券売却益 － 0

その他 － 0

特別利益合計 64 0

特別損失   

固定資産除却損 0 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 10 －

投資有価証券売却損 6 －

特別損失合計 17 －

税金等調整前四半期純利益 522 241

法人税、住民税及び事業税 248 184

法人税等調整額 94 △40

法人税等合計 342 144

少数株主損益調整前四半期純利益 179 97

少数株主利益 6 5

四半期純利益 173 91
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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 179 97

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 23 17

繰延ヘッジ損益 － △2

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 △0

その他の包括利益合計 23 15

四半期包括利益 203 112

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 197 105

少数株主に係る四半期包括利益 6 6
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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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