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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 9,185 6.0 176 △25.8 166 △24.9 76 △27.1
23年3月期第3四半期 8,663 12.2 237 △18.7 221 △23.7 104 △41.6

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 58百万円 （940.6％） 23年3月期第3四半期 5百万円 （―％）

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 13.90 ―
23年3月期第3四半期 19.06 ―

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3四半期 12,521 6,926 53.7 1,222.47
23年3月期 11,703 6,906 56.9 1,210.97
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  6,719百万円 23年3月期  6,656百万円

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 ― 7.00 7.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 7.00 7.00

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 12,900 11.0 250 △37.3 220 △41.1 100 △50.3 18.19



(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Ｐ．２「２．サマリー情報（その他）に関する事項 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

(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、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通しの将来に対する記述は、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3Q 5,500,000 株 23年3月期 5,500,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 3,337 株 23年3月期 3,337 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 5,496,663 株 23年3月期3Q 5,497,698 株
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当第３四半期連結累計期間は、国内経済は回復の兆しが見えるものの、欧州の債務問題や円高の進行

等により、先行き不透明な状況で推移しております。 

 このような状況の中、当社グループは売上高は前年同期を上回ったものの、利益面では原燃料価格の

高止まりの影響等により、前年同期を下回りました。この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、

売上高91億85百万円（前年同期比6.0％増）、経常利益１億66百万円（前年同期比24.9％減）、四半期

純利益76百万円（前年同期比27.1％減）となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の財政状態は、流動資産では、現金及び預金の増加１億30百万円、受取

手形及び売掛金の増加6億66百万円、たな卸資産の増加58百万円等があり、また、固定資産は49百万円

減少となり、総資産は前連結会計年度末と比較して８億17百万円増加の125億21百万円となりました。

流動負債では、支払手形及び買掛金の増加６億１百万円、短期借入金の増加１億21百万円等があり、負

債合計は、前連結会計年度末と比較して７億97百万円増加し、55億95百万円となりました。純資産は、

前連結会計年度末と比較して19百万円増加し、69億26百万円となりました。 

  

当期の業績予想につきましては、前回発表（平成23年５月13日発表の「平成23年３月期 決算短

信」）から、変更はありません。 

  

法人税等の算出方法 

法人税等は、当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する方法を採用しております。なお、法人

税等調整額は法人税等に含めて表示しております。 

  

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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

  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 1,901,722 2,032,411

受取手形及び売掛金 4,216,015 4,882,847

商品及び製品 799,168 860,757

仕掛品 62,606 56,763

原材料及び貯蔵品 451,788 454,918

その他 655,260 665,730

貸倒引当金 △2,001 △2,001

流動資産合計 8,084,560 8,951,425

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 782,773 771,010

機械装置及び運搬具（純額） 864,281 830,407

土地 1,340,442 1,340,442

その他（純額） 76,582 87,469

有形固定資産合計 3,064,080 3,029,330

無形固定資産 11,168 10,958

投資その他の資産

その他 544,064 529,620

貸倒引当金 △200 △200

投資その他の資産合計 543,864 529,420

固定資産合計 3,619,114 3,569,709

資産合計 11,703,674 12,521,135

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,127,999 3,729,008

短期借入金 357,789 479,192

未払法人税等 107,250 83,949

引当金 74,948 44,289

その他 228,687 347,845

流動負債合計 3,896,675 4,684,285

固定負債

退職給付引当金 467,518 485,351

役員退職慰労引当金 58,434 65,409

再評価に係る繰延税金負債 312,532 278,466

資産除去債務 23,439 23,557

その他 38,834 58,020

固定負債合計 900,760 910,805

負債合計 4,797,435 5,595,090
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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 1,100,900 1,100,900

資本剰余金 889,640 889,640

利益剰余金 4,244,003 4,281,944

自己株式 △1,400 △1,400

株主資本合計 6,233,143 6,271,084

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 22,600 17,841

土地再評価差額金 468,798 502,864

為替換算調整勘定 △68,236 △72,288

その他の包括利益累計額合計 423,162 448,418

少数株主持分 249,932 206,541

純資産合計 6,906,238 6,926,044

負債純資産合計 11,703,674 12,521,135
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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 8,663,557 9,185,458

売上原価 7,220,560 7,795,072

売上総利益 1,442,996 1,390,386

販売費及び一般管理費 1,205,380 1,214,115

営業利益 237,616 176,271

営業外収益

受取利息 2,684 2,530

受取配当金 9,456 9,459

その他 3,225 5,005

営業外収益合計 15,366 16,995

営業外費用

支払利息 13,983 14,549

売上割引 5,806 6,469

その他 11,652 5,794

営業外費用合計 31,442 26,813

経常利益 221,540 166,453

特別損失

固定資産除却損 4,465 1,777

固定資産売却損 1,189 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 40,634 －

特別損失合計 46,289 1,777

税金等調整前四半期純利益 175,251 164,675

法人税等 132,804 127,755

少数株主損益調整前四半期純利益 42,447 36,919

少数株主損失（△） △62,334 △39,498

四半期純利益 104,781 76,417
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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又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

42,447 36,919

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,973 △4,759

土地再評価差額金 0 34,066

為替換算調整勘定 △34,872 △7,943

その他の包括利益合計 △36,846 21,362

四半期包括利益 5,601 58,282

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 85,023 101,673

少数株主に係る四半期包括利益 △79,422 △43,390
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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） 

 該当事項はありません。 

  

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） 

 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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