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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9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2四半期 17,825 6.4 134 ― 193 471.3 113 329.5
23年3月期第2四半期 16,752 54.3 △18 ― 33 ― 26 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 93百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △103百万円 （―％）

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2四半期 9.63 ―
23年3月期第2四半期 2.24 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 19,592 11,614 59.3
23年3月期 22,472 11,696 52.1
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  11,614百万円 23年3月期  11,696百万円

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 ― 15.00 15.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 12.50 12.50

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、対前期増減率）

（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

通期 39,000 3.9 500 3.8 635 3.3 360 34.5 30.71



(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  ：  有  
(注)詳細は、添付資料Ｐ．２「四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。 

(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報告書の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
に基づく四半期報告書のレビュー手続き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仮定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、添付資料
のＰ．２「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2Q 12,067,120 株 23年3月期 12,067,120 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 315,684 株 23年3月期 315,684 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 11,751,436 株 23年3月期2Q 11,751,495 株
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(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により急速な生産縮小が見られましたが、

その後、生産活動は徐々に正常化に向かいました。しかしながら、欧州や米国の財政不安による世界的な景気後退懸

念や急速な円高進行などにより、依然として先行きの不透明感を払拭できない状態が続いております。 

 当社グループの主要ユーザーである自動車関連企業におきましては、震災後、大幅な国内生産の落ち込みが見られ

ましたが、サプライチェーンの復旧により、生産量は急激に回復しつつあります。また、電気・電子・半導体、工作

機械関連企業におきましても、新興国需要に支えられ、回復基調となりました。しかしながら、長引く円高による企

業業績への影響不安や、中国での金融引締めによる需要減少など、景気の停滞懸念も出始めております。 

 当社グループにおける震災の影響につきましては、自動車関連企業を中心に、計画されていた設備投資案件が一時

的に延期されるなどの状況が発生いたしましたが、生産活動の回復に伴い、投資計画にも動きが出始め、また、商品

調達におきましても、多少の混乱が生じましたが、比較的早く回復するなど、当初想定していたほどの落ち込みはあ

りませんでした。 

 このような経営環境の中、当社グループにおきましては、今年度よりスタートした第７次中期経営計画に基づき、

当社の強みであるエンジニアリング力、ソリューション力を武器とした提案営業の強化や新商材・新領域開発、海外

事業の強化に取り組むなど、エンジニアリング機能を持った商社として、事業活動を推進してまいりました。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は178億25百万円（前年同期比6.4％増）、営業利益は１億34百万

円、経常利益は１億93百万円（前年同期比471.3％増）、四半期純利益は１億13百万円（前年同期比329.5％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２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて28億79百万円減少し、195億92百万円となり

ました。主な要因は、流動資産が28億７百万円減少したことによるものであります。 

 流動資産は、たな卸資産が４億32百万円増加となったものの、現金及び預金が３億19百万円減少となったこと及び

営業債権が28億95百万円減少となったことを主因に、前連結会計年度末に比べて28億７百万円減少し、162億87百万

円となりました。 

 流動負債は、営業債務が28億20百万円減少となったことを主因に、前連結会計年度末に比べて28億43百万円減少

し、78億29百万円となりました。 

 純資産額は、前連結会計年度末に比べて82百万円減少し、116億14百万円となり、自己資本比率は59.3％となりま

した。 

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

 平成24年３月期第２四半期の業績予想につきましては、平成23年10月26日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」のとおり修正を行っております。なお、平成24年３月期通期業績予想につきましては、平成23年５月13日に公表

いたしました内容から変更はありません。 

 詳細は、平成23年10月26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) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。  

  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純損益に対する税効果会計適用

後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

(3) 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。  

  

１．当四半期決算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



３．四半期連結財務諸表 
(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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,335,011 2,015,389

受取手形及び売掛金 14,657,838 11,762,786

商品及び製品 1,436,516 1,737,559

仕掛品 70,708 199,358

原材料及び貯蔵品 30,761 33,230

その他 584,665 558,795

貸倒引当金 △20,314 △19,901

流動資産合計 19,095,187 16,287,218

固定資産   

有形固定資産 1,785,863 1,768,532

無形固定資産 49,653 47,633

投資その他の資産 1,541,636 1,489,472

固定資産合計 3,377,153 3,305,638

資産合計 22,472,340 19,592,857

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,675,771 6,855,749

未払法人税等 23,685 9,300

賞与引当金 240,000 230,000

その他 733,605 734,027

流動負債合計 10,673,062 7,829,076

固定負債   

役員退職慰労引当金 97,200 97,200

その他 5,097 52,534

固定負債合計 102,297 149,734

負債合計 10,775,360 7,978,811

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,311,778 1,311,778

資本剰余金 1,371,950 1,371,950

利益剰余金 9,325,215 9,262,147

自己株式 △149,579 △149,579

株主資本合計 11,859,363 11,796,295

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 159,969 137,074

繰延ヘッジ損益 △178 －

為替換算調整勘定 △322,174 △319,323

その他の包括利益累計額合計 △162,383 △182,249

純資産合計 11,696,980 11,614,046

負債純資産合計 22,472,340 19,592,857



(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２四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

売上高 16,752,360 17,825,461

売上原価 14,549,418 15,453,277

売上総利益 2,202,941 2,372,184

販売費及び一般管理費 2,221,192 2,237,978

営業利益又は営業損失（△） △18,250 134,205

営業外収益   

受取利息 1,133 1,818

受取配当金 8,162 11,250

仕入割引 58,026 61,745

助成金収入 9,344 －

その他 21,112 12,600

営業外収益合計 97,779 87,414

営業外費用   

支払利息 293 1,833

売上割引 16,038 18,142

為替差損 26,417 6,971

その他 2,968 1,510

営業外費用合計 45,718 28,457

経常利益 33,810 193,163

特別利益   

固定資産売却益 61,091 3,052

特別利益合計 61,091 3,052

特別損失   

固定資産売却損 46,323 －

投資有価証券売却損 － 57

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 3,855 －

その他 139 3

特別損失合計 50,319 61

税金等調整前四半期純利益 44,582 196,154

法人税等 18,228 82,950

少数株主損益調整前四半期純利益 26,354 113,203

四半期純利益 26,354 113,203



(四半期連結包括利益計算書) 
(第２四半期連結累計期間) 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 

 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 

 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 26,354 113,203

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △87,222 △22,894

繰延ヘッジ損益 1,270 178

為替換算調整勘定 △44,202 2,851

その他の包括利益合計 △130,154 △19,865

四半期包括利益 △103,800 93,337

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △103,800 93,337



 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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