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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 12,762 0.1 474 △13.2 626 △6.8 286 △35.4
23年3月期第3四半期 12,753 1.4 547 15.5 671 9.9 443 81.9

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 141百万円 （△62.6％） 23年3月期第3四半期 379百万円 （―％）

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 33.30 ―
23年3月期第3四半期 51.57 ―

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 15,697 9,411 60.0
23年3月期 15,597 9,420 60.4
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  9,411百万円 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

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 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3Q 732,884 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3Q 8,603,537 株 23年3月期3Q 8,605,657 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が続いており、設備投資や雇用情勢も弱い動きで推移しました。 

 このような経営環境のもと、当社グループは既存分野の維持拡大をはかり、新規顧客獲得のため環境に

配慮した製品提供による提案営業活動を積極的に推進し、また業務の効率化、コスト削減および顧客満足

度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、売上高は127億62百万円（前年同期比0.1％増）となりましたが、営業利益は４億74百万円

（前年同期比13.2％減）、経常利益は６億26百万円（前年同期比6.8％減）、四半期純利益は２億86百万

円（前年同期比35.4％減）となりました。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末より99百万円増加し、156億97百万円と

なりました。 

 流動資産については、現金及び預金、受取手形及び売掛金の増加等により前連結会計年度末に比べて

４億51百万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３億51百万円減少しております。 

 負債合計は62億86百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億９百万円増加しております。流動負

債については、支払手形及び買掛金、未払法人税等の増加により、前連結会計年度末に比べて１億74百

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

65百万円減少しております。 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は94億11百万円となり、前連結会計年度末に比べて

９百万円の減少となりました。 

  

  

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。 

  

  

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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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)に関する事項

（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 2,138,980 2,247,468 

受取手形及び売掛金 3,886,950 4,158,907 

商品及び製品 544,596 624,593 

仕掛品 145,358 125,160 

原材料及び貯蔵品 611,194 610,401 

その他 278,722 290,729 

貸倒引当金 △14,437 △14,486 

流動資産合計 7,591,364 8,042,774 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,504,755 2,404,132 

機械装置及び運搬具（純額） 1,848,195 1,742,235 

土地 1,560,377 1,560,377 

その他（純額） 249,949 307,128 

有形固定資産合計 6,163,277 6,013,874 

無形固定資産 111,251 96,541 

投資その他の資産   

投資有価証券 987,705 844,814 

その他 801,045 756,583 

貸倒引当金 △56,978 △56,957 

投資その他の資産合計 1,731,772 1,544,441 

固定資産合計 8,006,300 7,654,857 

資産合計 15,597,665 15,697,632 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,073,843 3,137,530 

短期借入金 470,914 415,033 

未払法人税等 105,067 126,621 

賞与引当金 214,917 108,991 

その他 874,545 1,125,925 

流動負債合計 4,739,288 4,914,103 

固定負債   

長期借入金 162,258 29,275 

退職給付引当金 939,498 982,559 

役員退職慰労引当金 159,275 169,546 

その他 176,378 190,885 

固定負債合計 1,437,410 1,372,267 

負債合計 6,176,699 6,286,370 
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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) 

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 9,257,122 

自己株式 △369,041 △374,168 

株主資本合計 9,559,758 9,694,868 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 200,445 118,874 

為替換算調整勘定 △339,237 △402,481 

その他の包括利益累計額合計 △138,792 △283,606 

純資産合計 9,420,966 9,411,261 

負債純資産合計 15,597,665 15,697,632 
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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 12,753,062 12,762,868 

売上原価 10,072,752 10,120,713 

売上総利益 2,680,309 2,642,154 

販売費及び一般管理費 2,133,298 2,167,180 

営業利益 547,011 474,974 

営業外収益   

受取利息 4,717 7,160 

受取配当金 9,920 11,687 

受取賃貸料 152,764 149,695 

その他 58,551 70,939 

営業外収益合計 225,954 239,483 

営業外費用   

支払利息 21,253 14,620 

不動産賃貸費用 13,133 13,107 

為替差損 53,811 34,457 

売上割引 6,736 7,186 

その他 6,210 18,819 

営業外費用合計 101,145 88,191 

経常利益 671,819 626,265 

特別利益   

固定資産売却益 78,601 211 

受取保険金 － 21,700 

特別利益合計 78,601 21,911 

特別損失   

固定資産売却損 77 11,663 

固定資産除却損 6,418 7,566 

特別損失合計 6,496 19,230 

税金等調整前四半期純利益 743,925 628,947 

法人税、住民税及び事業税 184,351 282,281 

法人税等調整額 115,741 60,150 

法人税等合計 300,092 342,432 

少数株主損益調整前四半期純利益 443,832 286,514 

少数株主利益 － － 

四半期純利益 443,832 286,514 
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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 443,832 286,514 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △49,042 △81,570 

為替換算調整勘定 △15,430 △63,243 

その他の包括利益合計 △64,472 △144,814 

四半期包括利益 379,359 141,700 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 379,359 141,700 

少数株主に係る四半期包括利益 － － 
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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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