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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 1,904 △20.7 13 △79.7 28 △64.0 13 △66.2
23年3月期第1四半期 2,401 23.1 66 ― 77 ― 38 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 10百万円 （13.3％） 23年3月期第1四半期 8百万円 （―％）

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 2.81 ―
23年3月期第1四半期 8.15 ―

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 12,218 8,975 73.5
23年3月期 12,637 9,025 71.4
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  8,975百万円 23年3月期  9,025百万円

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 ― 13.00 13.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 13.00 13.00

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) 4,070 △14.5 △15 ― 15 △86.2 10 △76.8 2.15
通期 9,400 1.8 300 △1.7 360 84.2 205 ― 43.98



(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きの対象外であり、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
四半期財務諸表のレビュー手続き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。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）３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 5,000,000 株 23年3月期 5,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 338,393 株 23年3月期 337,523 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 4,661,856 株 23年3月期1Q 4,743,111 株
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当第１四半期連結累計期間における日本経済は、東日本大震災が企業の生産活動や収益に大きな影響

を与え、輸出も大幅に減少しました。また、原発事故に伴う電力供給の懸念や雇用情勢の悪化、設備投

資の先送り等により、景気は依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況のもと、当社グループとしましては、今後の如何なる環境変化にも対応して、持続的

発展を遂げられるよう、全力を使って付加価値を創出し、社会に貢献するとの事業運営の基本方針を掲

げ、全社一丸となって実践に当たってまいりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間における業績につきましては、売上高は19億４百万円（前

年同四半期比79.3％）、営業利益は13百万円(前年同四半期比20.3％）、経常利益は28百万円（前年同

四半期比36.0％）となりました。 

なお、四半期純利益につきましては、13百万円（前年同四半期比33.8％）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。    

環境・エネルギー資材      

世界規模で重要性が高まる環境・エネルギー分野において、ユーザーとの連携強化及び新製品の投入

による売上増加に積極的に取り組みましたが、震災の影響による設備投資の先送りや、欧州、米国等の

経済状況の悪化が影響し、販売は低調に推移しました。その結果、環境・エネルギー資材事業では、売

上高は４億62百万円（前年同四半期比88.3％）セグメント利益は61百万円（前年同四半期比87.3％）と

なりました。 

  工業資材      

OA機器用、各種産業用資材ともに震災の影響を受け、主要納入先の生産が滞り販売は低調に推移しま

した。その結果、工業資材事業では、売上高は８億35百万円（前年同四半期比85.6％）セグメント利益

は94百万円（前年同四半期比56.6％）となりました。 

建装・自動車資材      

各種カーペットについては、震災の影響により、各種展示会やイベントが中止になり販売は低調に推

移しました。また、自動車資材については、震災の影響により、各自動車メーカーの稼働率が激減し、

当社の受注も低調に推移しました。その結果、建装・自動車資材事業では、売上高は４億64百万円（前

年同四半期比62.8％）セグメント利益は48百万円（前年同四半期比62.8％）となりました。 

  

資産・負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における財政状態につきましては、総資産が122億18百万円と前連結会

計年度末に比べて４億19百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金が１億95百万円、受取

手形及び売掛金が２億79百万円減少したことと、商品及び製品が53百万円増加したことによるものであ

ります。 

 負債の部は、32億43百万円となり、前連結会計年度末に比べて３億68百万円減少となりました。これ

は主に支払手形及び買掛金１億95百万円、賞与引当金75百万円、未払法人税等59百万円、退職給付引当

金40百万円がそれぞれ減少したことによるものであります。 

純資産の部は、89億75百万円となり、前連結会計年度末に比べて50百万円減少となりました。これは

主に、利益剰余金が47百万円減少したことによるものであります 

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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業績予想につきましては、平成23年５月19日に発表しました通り変更はありません。 

なお、業績予想は現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的リスクや不確実性が

含まれております。従いまして、実際の業績は様々な要因により上記の予想とは異なることがありま

す。  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表

（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 3,624,952 3,429,381

受取手形及び売掛金 2,688,985 2,409,234

有価証券 372,069 371,518

商品及び製品 1,127,516 1,180,617

仕掛品 249,847 286,607

原材料及び貯蔵品 353,069 350,682

繰延税金資産 83,289 87,125

その他 51,522 42,906

貸倒引当金 △6,636 △273

流動資産合計 8,544,618 8,157,801

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,408,808 2,421,128

減価償却累計額 △1,304,953 △1,323,625

建物及び構築物（純額） 1,103,854 1,097,502

機械装置及び運搬具 5,529,733 5,496,217

減価償却累計額 △4,819,490 △4,837,894

機械装置及び運搬具（純額） 710,243 658,323

土地 990,552 990,552

建設仮勘定 137,092 167,043

その他 260,497 264,718

減価償却累計額 △206,348 △210,699

その他（純額） 54,148 54,019

有形固定資産合計 2,995,890 2,967,442

無形固定資産 58,035 77,187

投資その他の資産

投資有価証券 517,002 507,436

繰延税金資産 295,750 279,893

その他 261,315 264,748

貸倒引当金 △35,132 △36,136

投資その他の資産合計 1,038,935 1,015,943

固定資産合計 4,092,861 4,060,572

資産合計 12,637,479 12,218,374
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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 1,583,045 1,387,103

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 64,910 5,714

未払費用 79,015 86,338

賞与引当金 147,717 71,937

その他 216,990 217,195

流動負債合計 2,441,678 2,118,289

固定負債

社債 300,000 300,000

退職給付引当金 736,907 696,764

その他 132,925 128,196

固定負債合計 1,169,832 1,124,961

負債合計 3,611,511 3,243,250

純資産の部

株主資本

資本金 1,716,300 1,716,300

資本剰余金 1,599,813 1,599,813

利益剰余金 5,942,884 5,895,357

自己株式 △221,140 △221,394

株主資本合計 9,037,857 8,990,076

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 40,273 34,440

為替換算調整勘定 △52,162 △49,393

その他の包括利益累計額合計 △11,889 △14,952

純資産合計 9,025,968 8,975,123

負債純資産合計 12,637,479 12,218,374
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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 2,401,355 1,904,814

売上原価 1,899,039 1,526,446

売上総利益 502,316 378,367

販売費及び一般管理費 435,441 364,759

営業利益 66,875 13,608

営業外収益

受取利息 984 1,148

受取配当金 6,690 3,858

不動産賃貸料 20,233 20,087

投資有価証券割当益 9,240 －

その他 3,241 3,912

営業外収益合計 40,390 29,005

営業外費用

支払利息 2,713 2,713

売上割引 2,606 1,999

不動産賃貸原価 1,866 1,858

為替差損 22,025 7,105

その他 103 871

営業外費用合計 29,316 14,547

経常利益 77,949 28,066

特別利益

固定資産売却益 19 －

受取保険金 － 3,475

特別利益合計 19 3,475

特別損失

固定資産除却損 663 417

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,491 －

特別損失合計 3,155 417

税金等調整前四半期純利益 74,813 31,124

法人税、住民税及び事業税 2,434 2,276

法人税等調整額 33,700 15,762

法人税等合計 36,135 18,039

少数株主損益調整前四半期純利益 38,677 13,085

少数株主利益 － －

四半期純利益 38,677 13,085
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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 38,677 13,085

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △31,292 △5,832

為替換算調整勘定 1,464 2,768

その他の包括利益合計 △29,828 △3,063

四半期包括利益 8,849 10,021

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 8,849 10,021

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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