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1.  平成24年3月期第3四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

（注）平成23年３月期第３四半期の対前年同四半期増減率については、平成22年３月期第３四半期において四半期連結財務諸表を作成しているため、記載し
ておりません。 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 2,296 5.6 △32 ― △70 ― △104 ―
23年3月期第3四半期 2,174 ― 25 ― △18 ― △42 ―

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3四半期 △26.17 ―
23年3月期第3四半期 △10.62 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 5,358 868 16.2
23年3月期 5,403 1,018 18.8
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  868百万円 23年3月期  1,018百万円

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 ― 10.00 10.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 10.00 10.00

3.  平成24年3月期の業績予想（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 3,630 8.5 144 △12.8 92 △17.0 81 △12.8 20.26



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3Q 4,022,774 株 23年3月期 4,022,774 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 26,328 株 23年3月期 25,267 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 3,996,976 株 23年3月期3Q 3,997,657 株

※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の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。 
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１．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 199,685 576,720

受取手形及び売掛金 1,345,601 1,009,530

有価証券 － 51,610

商品及び製品 26,625 34,968

仕掛品 25,500 25,198

原材料及び貯蔵品 87,583 87,893

その他 90,790 53,572

貸倒引当金 △13,073 △15,386

流動資産合計 1,762,713 1,824,105

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 865,723 840,491

土地 1,422,080 1,422,080

その他（純額） 410,052 385,186

有形固定資産合計 2,697,856 2,647,758

無形固定資産 16,664 14,416

投資その他の資産   

投資有価証券 242,239 183,723

投資不動産（純額） 463,615 454,870

その他 230,724 245,369

貸倒引当金 △10,010 △12,022

投資その他の資産合計 926,569 871,941

固定資産合計 3,641,090 3,534,116

資産合計 5,403,803 5,358,221



（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 760,715 734,921

短期借入金 1,560,695 1,351,428

未払法人税等 8,358 5,215

賞与引当金 33,185 12,069

その他 142,839 132,871

流動負債合計 2,505,794 2,236,507

固定負債   

長期借入金 1,454,925 1,840,364

退職給付引当金 93,102 96,880

役員退職慰労引当金 311,400 297,720

資産除去債務 1,990 2,012

その他 18,387 15,750

固定負債合計 1,879,805 2,252,727

負債合計 4,385,599 4,489,234

純資産の部   

株主資本   

資本金 664,740 664,740

資本剰余金 264,930 264,930

利益剰余金 92,866 △51,727

自己株式 △8,224 △8,397

株主資本合計 1,014,313 869,545

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,890 △557

評価・換算差額等合計 3,890 △557

純資産合計 1,018,204 868,987

負債純資産合計 5,403,803 5,358,221



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 2,174,434 2,296,795

売上原価 1,405,843 1,529,626

売上総利益 768,590 767,169

販売費及び一般管理費 743,426 799,269

営業利益又は営業損失（△） 25,164 △32,099

営業外収益   

受取利息 3,326 2,679

受取配当金 3,657 3,727

受取地代家賃 20,991 19,284

その他 3,225 3,142

営業外収益合計 31,199 28,832

営業外費用   

支払利息 43,620 40,741

債権保全利息 15,805 11,854

不動産賃貸費用 14,452 13,758

その他 1,044 1,300

営業外費用合計 74,924 67,654

経常損失（△） △18,559 △70,921

特別利益   

固定資産売却益 310 －

貸倒引当金戻入額 715 －

償却債権取立益 601 －

受取保険金 － 12,276

特別利益合計 1,627 12,276

特別損失   

固定資産除却損 － 1,323

災害による損失 － 8,958

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 792 －

子会社整理損 2,732 －

特別損失合計 3,524 10,282

税引前四半期純損失（△） △20,456 △68,927

法人税、住民税及び事業税 5,000 4,300

法人税等調整額 17,013 31,390

法人税等合計 22,013 35,690

四半期純損失（△） △42,470 △104,618



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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