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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 18,172 3.2 390 △50.1 539 △39.2 257 △74.3

23年3月期第3四半期 17,612 37.5 782 ― 887 ― 999 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 271百万円 （△73.4％） 23年3月期第3四半期 1,017百万円 （―％）

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3四半期 14.76 ―

23年3月期第3四半期 57.31 ―

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 25,937 10,599 39.8
23年3月期 24,661 10,420 41.2

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  10,321百万円 23年3月期  10,154百万円

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 ― 2.00 ― 3.00 5.00
24年3月期 ― 2.00 ―

24年3月期（予想） 3.00 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 23,800 1.5 600 △29.1 750 △25.1 430 △59.0 24.66



(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、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続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。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2
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

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3Q 17,573,454 株 23年3月期 17,573,454 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 138,683 株 23年3月期 135,244 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 17,436,772 株 23年3月期3Q 17,442,076 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による経済活動の急激な落ち込み

から景気は徐々に持ち直しの感もありますが、欧州における債務問題をはじめとする金融不安や円高

の進行等、先行きは依然として不透明な状況であります。 

 このような情勢のもと、当社グループといたしましては、生産の効率化、品質の向上やお客様のニ

ーズにあった製品の提供につとめてまいりました結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は181億

72百万円（前年同期比3.2％増）となりました。 

 利益面につきましては、原価低減活動の強化等につとめてまいりましたものの、生産の効率化や経

費削減等の諸施策の効果が伸び悩み、営業利益は３億90百万円（前年同期比50.1％減）、経常利益は

５億39百万円（前年同期比39.2％減）、四半期純利益は２億57百万円（前年同期比74.3％減）となり

ました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は259億37百万円となり、前連結会計年度末に比べ12億76

百万円の増加となりました。このうち、流動資産の増加（前連結会計年度末比16億38百万円増）は売

上債権の増加、固定資産の減少（前連結会計年度末比３億62百万円減）は減価償却、がそれぞれ主な

要因となっております。 

 当第３四半期連結会計期間末の負債合計は153億38百万円となり、前連結会計年度末に比べ10億97

百万円の増加となりました。このうち、流動負債の増加（前連結会計年度末比10億75百万円増）は売

上高の増加に伴なう仕入高の増加による仕入債務の増加、固定負債は前連結会計年度末比22百万円増

となっております。 

 当第３四半期連結会計期間末の純資産合計は105億99百万円となり、利益剰余金の増加等により前

連結会計年度末に比べ１億78百万円の増加となりました。 

  

今後の見通しといたしましては、依然として不透明な経済情勢が続くと予想され、経営環境は予断

を許さないものと思われます。  

 当社グループといたしましては、このような状況に対処するため、新規の需要開拓と受注の獲得に

鋭意取組むとともに、より一層の品質向上、徹底した原価低減や業務改革など経営全般の効率化を推

進し、企業体質の強化と業績の向上につとめていく所存であります。 

  

  

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

（３）連結業績予想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３四半期連結会計期間
(平成23年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,028,842 457,960

受取手形及び売掛金 7,594,115 9,897,416

商品及び製品 290,249 257,431

仕掛品 1,445,174 1,411,691

原材料及び貯蔵品 234,387 232,321

繰延税金資産 783,026 613,391

未収入金 883,536 1,027,326

その他 9,796 9,859

貸倒引当金 △57,000 △57,000

流動資産合計 12,212,129 13,850,399

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,259,971 3,088,005

機械装置及び運搬具（純額） 4,266,592 4,130,055

工具、器具及び備品（純額） 143,019 129,010

土地 1,915,566 1,915,566

建設仮勘定 170,034 105,098

その他（純額） 22,026 29,488

有形固定資産合計 9,777,211 9,397,224

無形固定資産 14,503 10,001

投資その他の資産

投資有価証券 1,821,109 1,911,825

長期貸付金 22,931 16,398

繰延税金資産 655,439 596,409

その他 172,822 170,071

貸倒引当金 △15,050 △15,050

投資その他の資産合計 2,657,253 2,679,655

固定資産合計 12,448,968 12,086,881

資産合計 24,661,097 25,937,281
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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３四半期連結会計期間
(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 5,671,774 6,941,599

短期借入金 20,000 2,020,000

1年内返済予定の長期借入金 2,000,000 －

未払金 358,194 385,620

未払費用 688,655 519,976

未払法人税等 57,440 16,004

未払消費税等 138,548 63,787

役員賞与引当金 52,500 27,000

その他 31,631 120,182

流動負債合計 9,018,745 10,094,172

固定負債

長期借入金 3,000,000 3,000,000

退職給付引当金 2,039,548 2,101,330

役員退職慰労引当金 153,855 108,141

環境対策引当金 14,024 14,024

その他 13,994 20,474

固定負債合計 5,221,421 5,243,970

負債合計 14,240,166 15,338,142

純資産の部

株主資本

資本金 2,317,954 2,317,954

資本剰余金 1,872,174 1,872,174

利益剰余金 5,986,949 6,156,909

自己株式 △37,570 △38,306

株主資本合計 10,139,507 10,308,731

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 15,058 12,995

その他の包括利益累計額合計 15,058 12,995

少数株主持分 266,365 277,411

純資産合計 10,420,930 10,599,138

負債純資産合計 24,661,097 25,937,281
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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３四半期連結累計期間

（単位：千円）

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

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

売上高 17,612,595 18,172,905

売上原価 15,965,828 16,858,636

売上総利益 1,646,767 1,314,269

販売費及び一般管理費 864,765 924,140

営業利益 782,002 390,129

営業外収益

持分法による投資利益 122,078 143,224

補助金収入 37,400 37,400

その他 28,514 35,491

営業外収益合計 187,993 216,115

営業外費用

支払利息 69,835 62,929

その他 12,433 3,998

営業外費用合計 82,268 66,928

経常利益 887,726 539,316

特別利益

固定資産売却益 935,167 164

特別利益合計 935,167 164

特別損失

減損損失 4,175 1,994

固定資産除却損 130,762 1,752

環境対策引当金繰入額 14,024 －

その他 704 355

特別損失合計 149,666 4,102

税金等調整前四半期純利益 1,673,227 535,378

法人税、住民税及び事業税 47,061 33,062

法人税等調整額 605,204 228,976

法人税等合計 652,266 262,039

少数株主損益調整前四半期純利益 1,020,961 273,339

少数株主利益 21,355 16,046

四半期純利益 999,606 257,293
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四半期連結包括利益計算書
第３四半期連結累計期間

（単位：千円）

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

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

少数株主損益調整前四半期純利益 1,020,961 273,339

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,052 △1,498

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,971 △564

その他の包括利益合計 △3,023 △2,062

四半期包括利益 1,017,937 271,276

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 996,582 255,230

少数株主に係る四半期包括利益 21,355 16,046
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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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