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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 40,623 △8.4 2,889 △27.3 2,915 △23.4 1,079 △46.3

23年3月期第2四半期 44,327 13.3 3,973 74.4 3,805 77.6 2,010 133.1

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 923百万円 （△41.1％） 23年3月期第2四半期 1,567百万円 （―％）

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 10.96 ―

23年3月期第2四半期 20.34 ―

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2四半期 109,569 76,105 63.1 702.45
23年3月期 113,415 75,597 60.7 698.56

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  69,174百万円 23年3月期  68,792百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
24年3月期 ― 4.00

24年3月期（予想） ― 4.00 8.00

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 85,000 △2.5 6,000 △17.7 5,800 △17.8 2,600 △17.3 26.40



(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２ページ「２．サマリー情報（その他）に関する事項（1）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、四半期財務諸表に対する
四半期レビュー手続きが実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載し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。 

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 104,939,559 株 23年3月期 104,939,559 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 6,462,739 株 23年3月期 6,462,192 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 98,477,019 株 23年3月期2Q 98,869,589 株
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  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 

 
当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災後のサプライチ

ェーンの立て直しが進み、生産面では回復の動きが見られたものの、原子力発電所

の事故に伴う放射能問題や電力供給制限のほか、欧米諸国の財政不安による世界景

気の後退懸念や急激な円高の進行などもあり、先行き不透明な状況で推移しました。 

このような状況のもと、当グループにおきましては、東日本大震災で被災した当

社小名浜事業所、湯本工場及び大剣工場（いずれも福島県いわき市）の操業再開に

全力を注いだほか、震災による損失を取り戻すべく、高品質・高付加価値製品の販

売強化に努めるとともに、事業全般にわたるコストダウンを図ってまいりました。 

しかし、前年第３四半期から続く需要先の在庫調整に加え、震災の影響を大きく

受けた結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は40,623百万円と前年同四半期に

比べ△3,704百万円（△8.4％）の減収となりました。また、損益面におきましては、

営業利益は2,889百万円と前年同四半期に比べ△1,083百万円（△27.3％）の減益、

経常利益は2,915百万円と前年同四半期に比べ△889百万円（△23.4％）の減益、四

半期純利益は1,079百万円と前年同四半期に比べ△931百万円（△46.3％）の減益と

なりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 

総資産は、109,569百万円と前連結会計年度末に比べ3,846百万円減少しました。これは主

として受取手形及び売掛金が減少したことによるものです。負債は33,464百万円と前連結会

計年度末に比べ4,354百万円減少しました。これは主として支払手形及び買掛金や未払法人

税等が減少したことによるものです。また、少数株主持分を除く純資産は69,174百万円とな

り、前連結会計年度末に比べ382百万円増加しました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 

平成24年３月期の連結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数

値から変更はありません。 

 

 

 

  ２．サマリー情報（その他）に関する事項 

 

（１）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利益

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。 
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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：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 22,803 22,414

受取手形及び売掛金 26,291 23,475

商品及び製品 7,875 9,309

仕掛品 2,253 2,761

原材料及び貯蔵品 3,102 2,831

その他 1,461 1,490

貸倒引当金 △103 △89

流動資産合計 63,685 62,192

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,149 11,709

機械装置及び運搬具（純額） 7,663 7,142

土地 17,039 16,715

その他（純額） 1,401 1,051

有形固定資産合計 38,253 36,619

無形固定資産 272 243

投資その他の資産   

投資有価証券 7,169 6,301

その他 4,089 4,264

貸倒引当金 △54 △50

投資その他の資産合計 11,204 10,515

固定資産合計 49,730 47,377

資産合計 113,415 109,569

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,734 9,154

短期借入金 9,855 9,644

未払法人税等 2,049 1,216

賞与引当金 1,149 1,217

その他の引当金 669 97

その他 4,930 3,489

流動負債合計 28,389 24,820

固定負債   

長期借入金 3,151 2,668

退職給付引当金 4,664 4,426

その他の引当金 532 525

その他 1,080 1,023

固定負債合計 9,429 8,643

負債合計 37,818 33,464
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 21,838 21,838

資本剰余金 19,281 19,281

利益剰余金 29,833 30,540

自己株式 △2,590 △2,591

株主資本合計 68,362 69,068

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 498 158

繰延ヘッジ損益 1 △0

為替換算調整勘定 △69 △51

その他の包括利益累計額合計 429 106

少数株主持分 6,805 6,930

純資産合計 75,597 76,105

負債純資産合計 113,415 109,569
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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 44,327 40,623

売上原価 33,528 31,173

売上総利益 10,798 9,449

販売費及び一般管理費 6,825 6,559

営業利益 3,973 2,889

営業外収益   

受取利息 5 4

受取配当金 62 82

負ののれん償却額 72 59

その他 69 140

営業外収益合計 209 285

営業外費用   

支払利息 85 75

為替差損 162 124

その他 129 59

営業外費用合計 378 259

経常利益 3,805 2,915

特別利益   

固定資産売却益 － 88

負ののれん発生益 283 5

その他 0 －

特別利益合計 283 93

特別損失   

固定資産除却損 33 8

減損損失 205 11

災害による損失 － 215

投資有価証券評価損 12 273

特別損失合計 251 508

税金等調整前四半期純利益 3,837 2,500

法人税等 1,638 1,247

少数株主損益調整前四半期純利益 2,199 1,253

少数株主利益 188 173

四半期純利益 2,010 1,079
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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利益 2,199 1,253

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △621 △344

繰延ヘッジ損益 6 △1

為替換算調整勘定 △16 16

その他の包括利益合計 △631 △329

四半期包括利益 1,567 923

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,395 755

少数株主に係る四半期包括利益 171 168
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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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