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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 5,889 13.2 450 ― 311 ― △195 ―
23年3月期第2四半期 5,202 △1.6 10 ― 21 ― △27 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 △142百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 46百万円 （―％）

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 △20.22 ―
23年3月期第2四半期 △2.80 ―

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 17,116 15,555 90.7
23年3月期 17,529 15,746 89.7
（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  15,525百万円 23年3月期  15,722百万円

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 ― 5.00 5.00
24年3月期 ― 0.00
24年3月期（予想） ― 5.00 5.00

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 11,750 1.8 1,060 92.4 900 91.5 200 △13.1 20.63



(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。 

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 10,095,800 株 23年3月期 10,095,800 株
② 期末自己株式数 24年3月期2Q 406,931 株 23年3月期 405,733 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 9,689,525 株 23年3月期2Q 9,693,373 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る生産活動の停滞や個人消費の低

迷から徐々に持ち直してきてはおりますが、急激な円高の影響や世界経済の減速懸念等もあり、厳しい状況で推移

いたしました。 

 当業界におきましては、震災による影響や住宅エコポイント制度の７月末終了等で、住宅投資意欲の低下が懸念

されましたが、住宅ローン減税及び住宅ローン「フラット３５Ｓ」の金利優遇政策等、政府の住宅取得支援策もあ

り、需要は底堅く推移しました。 

このような状況のなか、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は、木材関連事業では、収納

材を中心とした主要製品の拡販、新規需要の開拓等積極的な販売活動を推進いたしました。製造部門では、製品加

工の集約化、効率化、内製化による生産体制の整備を図ることによるコストダウンを実施いたしました。電線関連

事業では、民間設備投資の脆弱さに加え、公共工事も引続き低迷し熾烈な受注競争が繰り広げられるなか、病院、

学校、郊外ショッピングセンター等をターゲットに販売活動を実施いたしました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業利益

百万円（前年同四半期は営業利益 百万円）、経常利益 百万円（前年同四半期は経常利益 百万円）、四半

期純損失 百万円（前年同四半期は四半期純損失 百万円）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少い

たしました。これは主に現金及び預金 百万円の減少、原材料及び貯蔵品 百万円の増加、仕掛品 百万円

の増加等によるものであります。固定資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円増加いたしま

した。これは主に無形固定資産 百万円の増加等によるものであります。 

 この結果、総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。  

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少い

たしました。これは主に支払手形及び買掛金 百万円の減少、未払法人税等 百万円の減少等によるものであり

ます。固定負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。これは主に資産除去債

務 百万円の減少等によるものであります。 

 この結果、負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。  

（純資産） 

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

少いたしました。これは主に利益剰余金 百万円の減少等によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、平成23年８月18日の「業績予想の修正に関するお知らせ」で公表いたしました通

期の連結業績予想から変更はありません。 

 なお、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。 

  

１．当四半期決算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 2,651,851 1,204,804

受取手形及び売掛金 4,337,414 4,462,740

商品及び製品 701,782 734,290

仕掛品 550,073 808,024

原材料及び貯蔵品 882,433 1,201,911

その他 242,960 418,711

貸倒引当金 △8,364 △9,661

流動資産合計 9,358,152 8,820,822

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,436,255 5,301,131

減価償却累計額 △4,173,329 △4,088,338

建物及び構築物（純額） 1,262,926 1,212,792

機械装置及び運搬具 6,645,001 6,637,566

減価償却累計額 △6,160,474 △6,197,256

機械装置及び運搬具（純額） 484,527 440,309

工具、器具及び備品 380,760 388,203

減価償却累計額 △341,539 △346,471

工具、器具及び備品（純額） 39,220 41,731

土地 3,918,461 3,916,565

建設仮勘定 564 49,517

その他 － 22,880

有形固定資産合計 5,705,699 5,683,796

無形固定資産   

その他 209,191 427,452

無形固定資産合計 209,191 427,452

投資その他の資産   

投資有価証券 532,827 570,018

投資不動産 1,606,446 1,616,934

減価償却累計額 △533,852 △543,795

投資不動産（純額） 1,072,593 1,073,138

その他 712,111 602,501

貸倒引当金 △61,547 △61,259

投資その他の資産合計 2,255,985 2,184,398

固定資産合計 8,170,877 8,295,648

資産合計 17,529,029 17,116,470



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 984,382 758,203

未払金 229,609 323,288

未払費用 70,425 76,206

未払法人税等 148,679 24,352

未払消費税等 73,465 45,067

賞与引当金 121,281 136,398

環境対策引当金 4,708 4,708

資産除去債務 － 12,260

デリバティブ債務 － 15,439

その他 18,787 49,490

流動負債合計 1,651,338 1,445,415

固定負債   

退職給付引当金 79,124 81,696

役員退職慰労引当金 10,140 10,140

資産除去債務 12,226 －

その他 29,889 23,930

固定負債合計 131,380 115,767

負債合計 1,782,718 1,561,183

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,121,000 2,121,000

資本剰余金 1,865,920 1,865,920

利益剰余金 12,015,357 11,771,015

自己株式 △129,080 △129,500

株主資本合計 15,873,197 15,628,434

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △35,222 △12,937

繰延ヘッジ損益 18,946 △9,248

為替換算調整勘定 △134,718 △80,464

その他の包括利益累計額合計 △150,994 △102,651

少数株主持分 24,108 29,503

純資産合計 15,746,310 15,555,287

負債純資産合計 17,529,029 17,116,470



（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 5,202,459 5,889,372

売上原価 3,522,382 3,784,388

売上総利益 1,680,076 2,104,983

販売費及び一般管理費   

発送運賃 386,444 393,720

報酬及び給料手当 479,291 498,926

賞与引当金繰入額 59,443 70,164

退職給付費用 18,230 35,095

その他 726,256 656,352

販売費及び一般管理費合計 1,669,666 1,654,259

営業利益 10,410 450,723

営業外収益   

受取利息 8,724 8,976

受取配当金 5,204 5,494

受取賃貸料 45,899 48,346

その他 18,215 15,030

営業外収益合計 78,043 77,848

営業外費用   

支払利息 430 －

持分法による投資損失 17,536 194

為替差損 48,532 183,843

賃貸費用 － 27,782

その他 282 5,072

営業外費用合計 66,782 216,892

経常利益 21,671 311,680

特別利益   

固定資産売却益 5,844 21,384

貸倒引当金戻入額 11,400 －

特別利益合計 17,244 21,384

特別損失   

固定資産売却損 18 －

固定資産除却損 264 12,678

訴訟関連損失 10,500 645,000

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11,602 －

その他 5,508 －

特別損失合計 27,893 657,678

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（△）

11,021 △324,613

法人税、住民税及び事業税 33,731 26,764

法人税等調整額 7,400 △158,060

法人税等合計 41,132 △131,295

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △30,110 △193,317

少数株主利益又は少数株主損失（△） △3,001 2,574

四半期純損失（△） △27,108 △195,891



（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損失（△） △30,110 △193,317

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △39,991 22,284

繰延ヘッジ損益 30,108 △28,194

為替換算調整勘定 86,228 57,074

その他の包括利益合計 76,345 51,164

四半期包括利益 46,235 △142,152

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 59,002 △147,548

少数株主に係る四半期包括利益 △12,767 5,395



 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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