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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 8,530 0.2 362 △7.7 423 △11.4 231 △18.8
23年3月期第2四半期 8,513 3.2 393 44.2 478 39.1 285 191.8

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 188百万円 （△6.2％） 23年3月期第2四半期 201百万円 （―％）

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 26.96 ―
23年3月期第2四半期 33.20 ―

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 15,801 9,536 60.3
23年3月期 15,597 9,420 60.4
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  9,536百万円 23年3月期  9,420百万円

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 ― 8.50 ― 8.50 17.00
24年3月期 ― 8.50
24年3月期（予想） ― 8.50 17.00

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 17,500 3.7 710 0.8 930 0.9 530 △5.7 61.59



(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  

(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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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の記載に関する記述は、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、添付資料の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

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 9,328,000 株 23年3月期 9,328,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 723,851 株 23年3月期 722,977 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 8,604,574 株 23年3月期2Q 8,605,852 株
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、輸出および個人消費は持ち直しの動きをみせております

が、デフレ、円高、東日本大震災および福島原発事故の影響、海外景気の下振れ懸念など依然として厳

しい状況で推移しました。 

 このような経営環境のなか、当社グループは全社一丸となり、既存分野の維持拡大、新市場開拓を目

的として、環境に配慮した製品の提供等による提案営業活動を積極的に推進し、業績向上を図るととも

に、業務の効率化、コストの削減および顧客満足の質的向上の推進により、企業価値の増大に取り組み

ました。 

 その結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は85億30百万円（前年同期比0.2％増）となりました

が、営業利益は３億62百万円（前年同期比7.7％減）、経常利益は４億23百万円（前年同期比11.4％

減）、四半期純利益は２億31百万円（前年同期比18.8％減）となりました。 

  

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より２億４百万円増加し、158億１百万

円となりました。 

 流動資産については、現金及び預金、たな卸資産等の増加により前連結会計年度末に比べて３億12百

万円増加しております。固定資産については、有形固定資産の減価償却が進んだこと等により、前連結

会計年度末に比べて１億８百万円減少しております。 

 負債合計は62億65百万円となり、前連結会計年度末に比べ88百万円増加しております。流動負債につ

いては、未払法人税等の増加等により、前連結会計年度末に比べて１億64百万円増加しております。固

定負債については、長期借入金の返済等により、前連結会計年度末に比べて75百万円減少しておりま

す。 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は95億36百万円となり、前連結会計年度末に比べ１

億15百万円の増加となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末に比べ３億34百万円増加し、22億31百万円となりました。 

  当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動によって得られた資金は、７億89百万円（前年同期比２億51百万円の増加）となりまし

た。これは主に、税金等調整前四半期純利益４億26百万円に加え、４億14百万円の減価償却費の計

上等があったこと等によります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は、２億42百万円（前年同期比40百万円の減少）となりました。こ

れは主に、有形固定資産の取得による支出２億75百万円等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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(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は、１億97百万円（前年同期比54百万円の減少）となりました。こ

れは主に、長期借入金の返済による支出１億22百万円に加え、配当金の支払73百万円等によるもの

であります。 

  

  

平成24年３月期の見通しにつきまして、平成23年５月10日の決算発表時の業績予想数値からの変更は

ありません。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  

固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する

方法によっております。 

２．サマリー情報(その他)に関する情報

（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
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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 2,138,980 2,473,365 

受取手形及び売掛金 3,886,950 3,789,647 

商品及び製品 544,596 582,941 

仕掛品 145,358 123,191 

原材料及び貯蔵品 611,194 617,855 

その他 278,722 330,533 

貸倒引当金 △14,437 △13,277 

流動資産合計 7,591,364 7,904,256 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,504,755 2,455,016 

機械装置及び運搬具（純額） 1,848,195 1,868,016 

土地 1,560,377 1,560,377 

その他（純額） 249,949 266,983 

有形固定資産合計 6,163,277 6,150,393 

無形固定資産 111,251 113,214 

投資その他の資産   

投資有価証券 987,705 898,406 

その他 801,045 792,369 

貸倒引当金 △56,978 △56,964 

投資その他の資産合計 1,731,772 1,633,811 

固定資産合計 8,006,300 7,897,420 

資産合計 15,597,665 15,801,676 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,073,843 3,030,819 

短期借入金 470,914 480,778 

未払法人税等 105,067 215,405 

賞与引当金 214,917 214,927 

その他 874,545 961,801 

流動負債合計 4,739,288 4,903,731 

固定負債   

長期借入金 162,258 41,018 

退職給付引当金 939,498 974,422 

役員退職慰労引当金 159,275 166,233 

その他 176,378 179,995 

固定負債合計 1,437,410 1,361,670 

負債合計 6,176,699 6,265,402 
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 466,400 466,400 

資本剰余金 345,514 345,514 

利益剰余金 9,116,885 9,275,680 

自己株式 △369,041 △369,537 

株主資本合計 9,559,758 9,718,056 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 200,445 144,762 

為替換算調整勘定 △339,237 △326,544 

その他の包括利益累計額合計 △138,792 △181,782 

純資産合計 9,420,966 9,536,274 

負債純資産合計 15,597,665 15,801,676 
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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：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 8,513,640 8,530,298 

売上原価 6,708,371 6,738,353 

売上総利益 1,805,269 1,791,944 

販売費及び一般管理費 1,412,160 1,428,975 

営業利益 393,108 362,969 

営業外収益   

受取利息 3,114 4,913 

受取配当金 7,332 8,203 

受取賃貸料 102,670 99,883 

その他 32,736 34,477 

営業外収益合計 145,853 147,477 

営業外費用   

支払利息 14,962 10,188 

不動産賃貸費用 8,861 8,737 

為替差損 29,650 55,429 

売上割引 4,469 4,794 

その他 2,907 7,600 

営業外費用合計 60,851 86,750 

経常利益 478,111 423,697 

特別利益   

固定資産売却益 439 215 

受取保険金 － 21,700 

特別利益合計 439 21,915 

特別損失   

固定資産売却損 78 11,663 

固定資産除却損 2,113 7,373 

特別損失合計 2,192 19,037 

税金等調整前四半期純利益 476,357 426,574 

法人税、住民税及び事業税 151,373 219,361 

法人税等調整額 39,268 △24,724 

法人税等合計 190,642 194,637 

少数株主損益調整前四半期純利益 285,715 231,937 

少数株主利益 － － 

四半期純利益 285,715 231,937 
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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：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 285,715 231,937 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △77,858 △55,683 

為替換算調整勘定 △6,481 12,693 

その他の包括利益合計 △84,340 △42,990 

四半期包括利益 201,375 188,947 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 201,375 188,947 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 476,357 426,574 

減価償却費 421,619 414,623 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 446 △1,174 

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,167 9 

受取保険金 － △21,700 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △28,784 34,924 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,398 6,958 

受取利息及び受取配当金 △10,446 △13,116 

支払利息 14,962 10,188 

為替差損益（△は益） 30,845 14,335 

固定資産売却損益（△は益） △360 11,448 

固定資産除却損 2,113 7,373 

売上債権の増減額（△は増加） 138,503 100,105 

たな卸資産の増減額（△は増加） 158,046 △19,799 

前払年金費用の増減額（△は増加） 23,411 25,616 

仕入債務の増減額（△は減少） 4,789 △42,554 

その他 △383,134 △78,468 

小計 849,602 875,345 

利息及び配当金の受取額 10,435 12,327 

利息の支払額 △15,040 △10,235 

保険金の受取額 － 21,700 

法人税等の支払額 △307,210 △110,040 

営業活動によるキャッシュ・フロー 537,786 789,097 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △197,106 △197,115 

定期預金の払戻による収入 197,077 197,106 

有形固定資産の取得による支出 △283,346 △275,633 

有形固定資産の除却による支出 △1,800 △843 

有形固定資産の売却による収入 2,200 18,806 

無形固定資産の取得による支出 － △425 

投資有価証券の取得による支出 △409 △418 

貸付けによる支出 △11,324 △3,850 

貸付金の回収による収入 11,078 19,953 

その他 557 △130 

投資活動によるキャッシュ・フロー △283,072 △242,550 
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △41,595 8,494 

長期借入金の返済による支出 △122,836 △122,251 

自己株式の取得による支出 △764 △496 

配当金の支払額 △78,067 △73,082 

その他 △9,214 △10,407 

財務活動によるキャッシュ・フロー △252,478 △197,745 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △42,029 △14,426 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △39,794 334,375 

現金及び現金同等物の期首残高 1,836,518 1,896,874 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,796,724 2,231,249 
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該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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