
平成24年3月期 第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

平成23年10月28日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 小森コーポレーション 上場取引所 東 
コード番号 6349 URL http://www.komori.com
代表者 （役職名） 代表取締役会長兼社長 （氏名） 小森 善治
問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部長 （氏名） 近藤 真 TEL 03-5608-7826
四半期報告書提出予定日 平成23年11月11日 配当支払開始予定日 平成23年11月30日
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有
四半期決算説明会開催の有無 ： 有 （アナリスト向け）

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 33,197 △12.1 △2,795 ― △3,392 ― △3,351 ―
23年3月期第2四半期 37,758 10.8 △1,055 ― △2,047 ― △1,830 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △4,353百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △2,743百万円 （―％）

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 △50.16 ―
23年3月期第2四半期 △27.39 ―

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 155,331 119,156 76.7
23年3月期 161,185 124,178 77.0
（参考） 自己資本  24年3月期第2四半期  119,156百万円 23年3月期  124,178百万円

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 20.00
24年3月期 ― 10.00
24年3月期（予想） ― 10.00 20.00

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、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 73,500 1.8 △3,800 ― △4,500 ― △4,600 ― △68.84



(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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続が実施中です。 

※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予想は、現時点で入手可能な情報に基づき作成した見通しであります。実際の業績は、経済情勢、市場
の動向、為替の変動等様々な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
 決算説明会資料は、TDnetで平成23年11月１日(火)に開示し、同日当社ホームページに掲載いたします。 

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 68,292,340 株 23年3月期 68,292,340 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 1,473,496 株 23年3月期 1,473,496 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 66,818,844 株 23年3月期2Q 66,821,749 株
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１．四半期連結財務諸表 
(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 49,763 48,678

受取手形及び売掛金 18,330 15,854

有価証券 2,840 2,930

商品及び製品 15,005 16,456

仕掛品 8,762 7,882

原材料及び貯蔵品 5,920 5,859

その他 3,652 3,229

貸倒引当金 △288 △257

流動資産合計 103,986 100,633

固定資産   

有形固定資産   

土地 17,693 17,663

その他（純額） 19,626 18,501

有形固定資産合計 37,319 36,165

無形固定資産 2,203 2,163

投資その他の資産 17,675 16,370

固定資産合計 57,198 54,698

資産合計 161,185 155,331
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,544 15,857

短期借入金 1,846 4,945

未払法人税等 180 120

債務保証損失引当金 1,210 1,217

その他の引当金 1,593 1,462

その他 7,319 7,839

流動負債合計 26,694 31,444

固定負債   

長期借入金 7,935 2,977

引当金 725 649

その他 1,651 1,103

固定負債合計 10,313 4,730

負債合計 37,007 36,174

純資産の部   

株主資本   

資本金 37,714 37,714

資本剰余金 37,797 37,797

利益剰余金 51,726 47,706

自己株式 △2,451 △2,451

株主資本合計 124,787 120,767

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 878 224

為替換算調整勘定 △1,487 △1,835

その他の包括利益累計額合計 △608 △1,610

純資産合計 124,178 119,156

負債純資産合計 161,185 155,331
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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２四半期連結累計期間】 

(単位：百万円)

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 37,758 33,197

売上原価 28,024 25,207

割賦販売未実現利益戻入額 23 20

売上総利益 9,757 8,010

販売費及び一般管理費 10,812 10,805

営業損失（△） △1,055 △2,795

営業外収益   

受取利息 29 70

受取配当金 100 102

その他 249 225

営業外収益合計 379 397

営業外費用   

支払利息 154 154

為替差損 1,154 761

その他 63 78

営業外費用合計 1,371 994

経常損失（△） △2,047 △3,392

特別利益   

固定資産売却益 2 4

特別利益合計 2 4

特別損失   

固定資産売却損 0 0

固定資産除却損 12 1

投資有価証券評価損 42 －

事業構造改善引当金繰入額 － 25

災害による損失 － 29

特別損失合計 54 55

税金等調整前四半期純損失（△） △2,099 △3,443

法人税、住民税及び事業税 83 44

法人税等調整額 △352 △136

法人税等合計 △269 △91

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,830 △3,351

四半期純損失（△） △1,830 △3,351
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   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：百万円)

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損失（△） △1,830 △3,351

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △756 △653

為替換算調整勘定 △156 △347

その他の包括利益合計 △913 △1,001

四半期包括利益 △2,743 △4,353

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,743 △4,353
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

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 

   該当事項はありません。 
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