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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 3,275 △6.7 △9 ― △35 ― △47 ―

23年3月期第1四半期 3,512 △11.8 101 ― 64 ― 44 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △43百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 47百万円 （―％）

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 △4.69 ―

23年3月期第1四半期 4.39 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

24年3月期第1四半期 6,018 1,420 23.6 141.36
23年3月期 6,053 1,464 24.2 145.71

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,420百万円 23年3月期  1,464百万円

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  ：  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) 6,700 △4.9 10 △93.2 △40 ― △60 ― △5.96

通期 14,000 △0.3 160 1.2 90 343.4 75 ― 7.46



(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
半期財務諸表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。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「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 10,171,797 株 23年3月期 10,171,797 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 120,067 株 23年3月期 120,067 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 10,051,730 株 23年3月期1Q 10,053,430 株
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 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、本年３月１１日に発生した東日本大震災及び原

子力発電所の事故に伴う放射能問題や電力制限などにより企業の生産活動や個人消費が落ち込みまし

たが、サプライチェーンの急速な復旧とともに緩やかに回復しつつあります。しかしながら円高傾向

が止まらないなか、景気の先行きは依然として不透明な状況が続いております。 

 このような状況の中、当社グループにおきましては、営業面の強化に取り組み、拡販に努めてまい

りましたが、海外拠点（中国）における 低賃金の大幅アップ、為替の人民元高騰により営業損失を

計上することとなりました。 

 その結果、売上高は32億75百万円（前年同四半期35億12百万円）、営業損失は９百万円（前年同四

半期１億１百万円の利益）、経常損失は35百万円（前年同四半期64百万円の利益）、四半期純損失47

百万円（前年同四半期44百万円の利益）となりました。 
  
 セグメントの業績を示すと次のとおりであります。 
  

 国内におきましては、当社の主力であるＯＡ機器部品、住設機器の主要な取引先が震災の影響を受

け一時納品が出来なかったことや、電力会社の計画停電により生産の中断を余儀なくされたことで原

価増となりました。海外におきましては、売上は伸びたものの人件費等の大幅な原価増となりまし

た。 

 この結果、売上高28億15百万円（前年同四半期31億18百万円）、営業利益５百万円（前年同四半期

１億28百万円）となりました。  

 既存製品の見直しを行い原価低減に努めてまいりました。この結果売上高４億59百万円（前年同四

半期３億93百万円）、営業損失15百万円（前年同四半期26百万円損失）となりました。 

  

 資産合計は60億18百万円となり、前連結会計年度末と比べ34百万円減少しました。これは主に、受

取手形及び売掛金が37百万円増加し、商品及び製品、仕掛品等のたな卸資産が89百万円増加し、現金

及び預金が１億52百万円減少し、有形固定資産が40百万円減少したことによるものです。 

 負債合計は45億97百万円となり、前連結会計年度末と比べ８百万円増加しました。これは主に、短

期借入金が73百万円増加し、支払手形及び買掛金が48百万円減少したことによるものです。 

 純資産合計は、14億20百万円となり、前連結会計年度末と比べ43百万円減少しました。これは主

に、利益剰余金の減少47百万円によるものです。 

  

 平成24年３月期第２四半期累計期間の業績予想につきましては、平成23年３月11日に発生した東日

本大震災等の影響を合理的に算定することが困難な状況であることから未定としておりましたが、

近の状況並びに業績動向等を踏まえ、業績予想を算定いたしました。 

 詳細につきましては、本日（平成23年８月12日）公表の「業績予想に関するお知らせ」を参照して

ください。 

 なお、通期の業績予想につきましては平成23年５月13日に公表しました「平成23年3月期 決算短信

〔日本基準〕（連結）」に記載の平成24年３月期の通期の業績予想（平成23年４月１日～平成24年３

月31日）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

（１）連結経営成績に関する定性的情報

(合成樹脂成形関連事業)

(物流機器関連事業)

（２）連結財政状態に関する定性的情報

(資産)

(負債)

(純資産)

（３）連結業績予想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 874,945 722,633

受取手形及び売掛金 2,212,309 2,249,993

商品及び製品 382,734 400,280

仕掛品 164,691 209,629

原材料及び貯蔵品 268,969 296,185

その他 116,961 144,854

貸倒引当金 △6,432 △35

流動資産合計 4,014,179 4,023,542

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 360,290 361,561

機械装置及び運搬具（純額） 403,707 377,250

土地 894,119 894,119

リース資産（純額） 43,085 40,792

建設仮勘定 21,394 3,856

その他（純額） 32,298 37,125

有形固定資産合計 1,754,896 1,714,704

無形固定資産

その他 27,070 23,661

無形固定資産合計 27,070 23,661

投資その他の資産

投資有価証券 117,289 116,873

その他 151,305 151,047

貸倒引当金 △11,027 △11,027

投資その他の資産合計 257,567 256,893

固定資産合計 2,039,535 1,995,259

資産合計 6,053,714 6,018,801

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,410,547 2,362,052

短期借入金 1,284,908 1,358,247

未払法人税等 13,219 5,019

その他 391,035 398,520

流動負債合計 4,099,710 4,123,840

固定負債

長期借入金 218,301 202,049

退職給付引当金 131,691 135,395

役員退職慰労引当金 66,360 68,290
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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)

その他 72,941 68,227

固定負債合計 489,294 473,962

負債合計 4,589,004 4,597,802

純資産の部

株主資本

資本金 927,623 927,623

資本剰余金 785,172 785,172

利益剰余金 △126,696 △173,887

自己株式 △22,562 △22,562

株主資本合計 1,563,537 1,516,346

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △3,579 △4,243

繰延ヘッジ損益 183 △73

為替換算調整勘定 △95,431 △91,030

その他の包括利益累計額合計 △98,827 △95,348

純資産合計 1,464,709 1,420,998

負債純資産合計 6,053,714 6,018,801
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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 3,512,032 3,275,352

売上原価 3,013,047 2,914,097

売上総利益 498,985 361,254

販売費及び一般管理費

荷造運搬費 109,323 107,109

給料及び賞与 128,484 120,045

退職給付費用 12,908 11,100

貸倒引当金繰入額又は戻入額（△） 353 △6,396

その他 146,013 139,317

販売費及び一般管理費合計 397,084 371,175

営業利益又は営業損失（△） 101,901 △9,920

営業外収益

受取利息 56 32

受取配当金 791 142

受取賃貸料 1,665 1,636

その他 2,332 3,559

営業外収益合計 4,845 5,371

営業外費用

支払利息 18,124 15,565

為替差損 17,596 11,904

その他 6,229 3,930

営業外費用合計 41,950 31,400

経常利益又は経常損失（△） 64,795 △35,949

特別利益

固定資産売却益 － 24

投資有価証券受贈益 10,721 －

特別利益合計 10,721 24

特別損失

減損損失 17,000 4,210

投資有価証券売却損 8,213 －

事業構造改善費用 610 6,865

その他 － 3

特別損失合計 25,823 11,078

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（△）

49,693 △47,004

法人税等 5,558 185

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（△）

44,135 △47,190

四半期純利益又は四半期純損失（△） 44,135 △47,190
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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（△）

44,135 △47,190

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,430 △664

繰延ヘッジ損益 △1,310 △256

為替換算調整勘定 3,062 4,400

その他の包括利益合計 3,182 3,479

四半期包括利益 47,317 △43,710

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 47,317 △43,710
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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。 

  

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) 

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) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

  

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 

「物流機器関連事業」セグメントにおいて、営業活動から生じる損益は継続してマイナスであり、投

資額の回収が困難と見込まれるため、資産価額の帳簿価額を回収可能価額まで減額しております。な

お、当第１四半期連結累計期間における当該減損損失資産グループの計上額は、17,000千円でありま

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) セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

  

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。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額合成樹脂成形 

関連事業
物流機器
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 3,118,496 393,536 3,512,032 ― 3,512,032

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

8,396 ― 8,396 △ 8,396 ―

計 3,126,892 393,536 3,520,428 △ 8,396 3,512,032

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

128,601 △ 26,700 101,901 ― 101,901

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額合成樹脂成形 

関連事業
物流機器
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 2,815,556 459,796 3,275,352 ─ 3,275,352

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

21,624 10 21,634 △ 21,634 ─

計 2,837,180 459,806 3,296,986 △ 21,634 3,275,352

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

5,202 △ 15,123 △ 9,920 ― △ 9,920

（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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