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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 766 7.1 0 ― △4 ― △8 ―

23年3月期第1四半期 715 26.5 △2 ― 24 ― 28 ―

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 △0.56 ―

23年3月期第1四半期 1.93 ―

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 3,271 800 24.5
23年3月期 3,285 812 24.7

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  800百万円 23年3月期  812百万円

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 ― 0.00 0.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の業績予想（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  ：  有  
 

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) 1,620 5.8 33 △14.6 20 △68.4 14 △77.2 1.00
通期 3,303 6.1 114 25.5 84 △36.7 74 △1.4 5.11



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 14,672,333 株 23年3月期 14,672,333 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 41,836 株 23年3月期 41,836 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 14,630,497 株 23年3月期1Q 14,631,241 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、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いません。 

※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。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期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被害や福島第一原子

力発電所事故を起因とした電力供給問題等の影響により、国内景気は停滞し、先行き不透明な厳しい状態が続きま

した。 

  このような状況下にあって当社は、顧客の多様なニーズへの対応力を高め、受注拡大に向けて取り組んでまいり

ました。 

  この結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高は766百万円（前年同期比7.1％増）となり、営業利益0百万

円（前年同期は営業損失2百万円）、経常損失4百万円（前年同期は経常利益24百万円）、四半期純損失8百万円

（前年同期は四半期純利益28百万円）となりました。 

  セグメントごとの業績は次のとおりであります。 

①チェーン事業 

 国内では、土木建機・食品機械が回復傾向にあり、工作機械・搬送機械も堅調に推移しました。また、輸出にお

いては、アジア向けが堅調に推移しました。これらの結果、売上高は714百万円（前年同期比10.5％増）、営業利

益は45百万円（前年同期比167.1％増）となりました。 

②金属射出成形事業 

 震災の影響により自動車用部品の売上が大きく減少しました。その結果、売上高は41百万円（前年同期比28.3％

減）、営業損失は1百万円（前年同期は営業利益21百万円）となりました。 

③その他事業 

 その他事業の売上高は10百万円（前年同期比9.1％減）、営業利益は7百万円（前年同期比10.3％減）となりまし

た。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期会計期間末における総資産は3,271百万円で前期末に比べて13百万円減少しました。これは、前期

末と比べ、たな卸資産が57百万円増加し、売掛債権が54百万円減少したことを主要因として、流動資産が2,112百

万円と14百万円増加したこと、また、有形固定資産が23百万円減少したこと等により、固定資産が1,159百万円と

27百万円減少したことによるものです。 

（負債） 

当第１四半期会計期間末における負債合計は、2,471百万円で、前期末と比べ1百万円減少しました。これは、前

期末に比べ仕入債務が37百万円増加し、未払金が16百万円、未払法人税等が8百万円減少したことを主要因として

流動負債が1,633百万円と7百万円増加したこと、また退職給付引当金が7百万円増加し、長期借入金が17百万円減

少したこと等により、固定負債が837百万円と8百万円減少したことによるものです。 

（純資産） 

当第１四半期会計期間末における純資産は、800百万円で、前期末と比べ12百万減少しました。主な要因は、四

半期純損失8百万円とその他有価証券評価差額金の減少4百万円によるものです。 

この結果、自己資本比率は24.5％になりました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期第２四半期累計期間及び平成24年３月期通期の業績予想につきましては、平成23年５月12日に公

表いたしました予想を修正しております。詳細につきましては、本日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」

をご参照ください。  

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）四半期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。 

  

（２）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。 

  

（３）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

当第１四半期会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 392,589 412,048

受取手形 508,151 499,887

売掛金 524,205 478,410

有価証券 5,454 5,455

商品及び製品 149,652 186,706

仕掛品 309,719 324,628

原材料及び貯蔵品 180,414 185,458

その他 28,163 19,968

貸倒引当金 △331 △310

流動資産合計 2,098,018 2,112,254

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 244,342 240,170

機械及び装置（純額） 402,002 375,846

土地 242,887 242,887

建設仮勘定 6,157 14,574

その他（純額） 37,522 35,630

有形固定資産合計 932,913 909,110

無形固定資産 6,641 5,351

投資その他の資産   

投資有価証券 138,941 132,865

その他 116,961 120,146

貸倒引当金 △8,320 △8,300

投資その他の資産合計 247,583 244,712

固定資産合計 1,187,137 1,159,175

資産合計 3,285,156 3,271,429
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 536,096 568,580

買掛金 169,125 174,572

短期借入金 744,033 741,534

未払法人税等 10,952 2,938

その他 166,429 146,023

流動負債合計 1,626,636 1,633,648

固定負債   

社債 44,000 44,000

長期借入金 485,050 467,590

退職給付引当金 195,156 202,960

役員退職慰労引当金 66,200 67,435

その他 55,922 55,650

固定負債合計 846,330 837,636

負債合計 2,472,966 2,471,285

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,066,950 1,066,950

資本剰余金 168,230 168,230

利益剰余金 △415,989 △424,173

自己株式 △4,417 △4,417

株主資本合計 814,772 806,589

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,552 5,612

繰延ヘッジ損益 △13,135 △12,057

評価・換算差額等合計 △2,583 △6,445

純資産合計 812,189 800,144

負債純資産合計 3,285,156 3,271,429
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 715,787 766,268

売上原価 596,009 641,634

売上総利益 119,778 124,633

販売費及び一般管理費 122,365 124,084

営業利益又は営業損失（△） △2,587 548

営業外収益   

受取利息 20 18

受取配当金 1,905 2,135

助成金収入 16,463 －

株式割当 13,971 －

その他 8,754 1,738

営業外収益合計 41,114 3,892

営業外費用   

支払利息 8,846 7,405

その他 4,899 1,970

営業外費用合計 13,746 9,376

経常利益又は経常損失（△） 24,781 △4,934

特別利益   

投資有価証券売却益 5,106 －

役員退職慰労引当金戻入額 1,071 －

特別利益合計 6,177 －

特別損失   

固定資産廃棄損 30 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 563 －

投資有価証券評価損 － 1,493

特別損失合計 594 1,493

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 30,364 △6,427

法人税、住民税及び事業税 2,092 1,755

法人税等合計 2,092 1,755

四半期純利益又は四半期純損失（△） 28,271 △8,183
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該当事項はありません。  

  

  

（セグメント情報）  

Ⅰ 前第１四半期累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

１．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．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等であります。

２．セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグ

メントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   該当事項はありません。 

   

Ⅱ 当第１四半期累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年６月30日） 

１．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．「その他」の区分は報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、不動産賃貸事業等であります。

２．セグメント利益又は損失の調整額は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に報告セグ

メントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益又は損失は、四半期損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

   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
 その他

（注）１ 
 合計 

調整額 
（注）２ 

四半期損益計
算書計上額 
（注）３ 

チェーン事
業 

金属射出
成形事業 

 計 

売上高             

外部顧客への売上高  646,472  58,183  704,655  11,131  715,787  －  715,787

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  646,472  58,183  704,655  11,131  715,787  －  715,787

セグメント利益又は損失

(△) 
 17,027  21,381  38,408  8,206  46,614  △49,201  △2,587

  （単位：千円）

  

報告セグメント
 その他

（注）１ 
 合計 

調整額 
（注）２ 

四半期損益計
算書計上額 
（注）３ 

チェーン事
業 

金属射出
成形事業 

 計 

売上高             

外部顧客への売上高  714,417  41,731  756,149  10,119  766,268  －  766,268

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －  －

計  714,417  41,731  756,149  10,119  766,268  －  766,268

セグメント利益又は損失

(△) 
 45,483  △1,100  44,383  7,363  51,746  △51,197  548
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該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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（１）生産、受注及び販売の状況 

① 生産実績 

当第１四半期累計期間の生産実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

注） １．金額は販売価格で表示しております。  

   ２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

② 受注実績 

当第１四半期累計期間の受注実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

注） １．金額は販売価格で表示しております。  

   ２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

③ 販売実績 

当第１四半期累計期間の販売実績をセグメント別に示すと、次のとおりであります。 

注） １．金額は販売価格で表示しております。  

   ２．上記の金額には、消費税は含まれておりません。 

  

  

  

４．補足情報

セグメント  
  当第１四半期累計期間 

 （自 平成23年４月１日 
  至 平成23年６月30日）  

前年同四半期比（％）  

 チェーン事業    （千円）         642,520       21.7

 金属射出成形事業  （千円）        41,731       △28.3

  報告セグメント計 （千円）        684,252       16.7

 その他       （千円）        －       －

   合  計    （千円）        684,252         16.7

セグメント  
  当第１四半期累計期間 

 （自 平成23年４月１日 
  至 平成23年６月30日）  

前年同四半期比（％）  

 チェーン事業    （千円）        717,568       △3.1

 金属射出成形事業  （千円）          32,743       △50.5

  報告セグメント計 （千円）        750,311       △6.9

 その他       （千円）        10,119       △9.1

   合  計    （千円）        760,430         △7.0

セグメント  
  当第１四半期累計期間 

 （自 平成23年４月１日 
  至 平成23年６月30日）  

前年同四半期比（％）  

 チェーン事業    （千円）        714,417       10.5

 金属射出成形事業  （千円）        41,731       △28.3

  報告セグメント計 （千円）        756,149       7.3

 その他       （千円）        10,119       △9.1

   合  計    （千円）        766,268         7.1
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