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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 6,406 △10.0 51 △82.1 101 △60.6 18 △86.3
23年3月期第3四半期 7,116 △0.4 288 153.4 257 39.9 132 39.5

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △23百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 95百万円 （―％）

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 3.91 ―
23年3月期第3四半期 28.00 ―

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 12,484 8,941 71.6
23年3月期 12,637 9,025 71.4
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  8,941百万円 23年3月期  9,025百万円

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 ― 13.00 13.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 13.00 13.00

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 9,400 1.8 300 △1.7 360 84.2 205 ― 43.98



(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おります。 

※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、四半期決
算短信（添付資料）３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 5,000,000 株 23年3月期 5,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 338,512 株 23年3月期 337,523 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 4,661,639 株 23年3月期3Q 4,742,075 株
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当第３四半期連結累計期間における日本経済は、東日本大震災の影響による急激な落ち込みから

徐々に回復しつつあるものの、欧米の財政・金融不安による円高の長期化、株価の下落やタイの洪水

被害による製造業への影響等懸念材料も多く、依然として先行きの不透明感は拭えない状況にありま

す。                        

 このような状況のもと、当社グループとしましては、今後の如何なる環境変化にも対応して、持続

的発展を遂げられるよう、全力を使って付加価値を創出し、社会に貢献するとの事業運営の基本方針

を掲げ、全社一丸となって実践に当たってまいりました。  

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間における業績につきましては、売上高は64億６百万円

（前年同四半期比90.0％）、営業利益は51百万円（前年同四半期比17.9％）、経常利益は１億１百万

円（前年同四半期比39.4％）となりました。  

 なお、四半期純利益につきましては、18百万円（前年同四半期比13.7％）となりました。  

  

セグメントの業績は次のとおりであります。 

環境・エネルギー資材  

世界規模で重要性が高まる環境・エネルギー分野において、ユーザーとの連携強化による売上増加

に積極的に取り組みました。その結果、環境・エネルギー資材事業では、売上高は15億13百万円（前

年同四半期比89.1％）、セグメント利益は２億19百万円（前年同四半期比77.3％）となりました。 

工業資材  

OA機器用、各種産業用資材ともに震災の影響から徐々に回復しましたが、主要納入先の稼働率は完

全には回復せず、当社の販売も低調に推移しました。その結果、工業資材事業では、売上高は24億34

百万円（前年同四半期比90.1％）、セグメント利益は２億93百万円（前年同四半期比65.0％）となり

ました。 

建装・自動車資材  

各種カーペットについては、震災の影響により、各種展示会やイベントが縮小され、販売は低調に

推移しました。また、自動車資材についても、震災とタイ洪水の影響を受け、各自動車メーカーの稼

働率が減少し、当社の販売も低調に推移しました。その結果、建装・自動車資材事業では、売上高は

19億86百万円（前年同四半期比89.1％）、セグメント利益は１億89百万円（前年同四半期比78.3％）

となりました。 

  

(1)資産・負債・純資産に関する分析 

当第３四半期連結会計期間における財政状態につきましては、総資産が124億84百万円と前連結

会計年度末に比べて１億53百万円の減少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が１億24

百万円、商品及び製品が１億22百万円、土地が91百万円、建設仮勘定が１億９百万円、投資その他

の資産が３億89百万円増加したものの、現金及び預金が10億44百万円減少したことによるものであ

ります。  

 負債の部は、35億42百万円となり、前連結会計年度末に比べて69百万円減少となりました。これ

は主に、支払手形及び買掛金が１億57百万円増加したことと、未払法人税等が58百万円、賞与引当

金が78百万円、退職給付引当金が79百万円それぞれ減少したことによるものであります。  

  純資産の部は、89億41百万円となり、前連結会計年度末に比べて84百万円減少となりました。こ

れは主に、配当金の支払い等により利益剰余金が42百万円、その他有価証券評価差額金が33百万円

それぞれ減少したことによるものであります。 

  

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
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通期の業績予想につきましては、平成23年５月19日に発表しました通り変更ありません。  

 なお、業績予想は現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的リスクや不確実性

が含まれております。従いまして、実際の業績は様々な要因により上記の予想とは異なることがあり

ます。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

  

（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

（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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表
（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 3,624,952 2,580,749

受取手形及び売掛金 2,688,985 2,813,475

有価証券 372,069 370,417

商品及び製品 1,127,516 1,250,432

仕掛品 249,847 272,470

原材料及び貯蔵品 353,069 411,756

繰延税金資産 83,289 76,086

その他 51,522 101,293

貸倒引当金 △6,636 △1,784

流動資産合計 8,544,618 7,874,897

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,408,808 2,449,405

減価償却累計額 △1,304,953 △1,361,712

建物及び構築物（純額） 1,103,854 1,087,693

機械装置及び運搬具 5,529,733 5,591,795

減価償却累計額 △4,819,490 △4,954,970

機械装置及び運搬具（純額） 710,243 636,825

土地 990,552 1,082,052

建設仮勘定 137,092 246,209

その他 260,497 266,803

減価償却累計額 △206,348 △219,408

その他（純額） 54,148 47,394

有形固定資産合計 2,995,890 3,100,174

無形固定資産 58,035 80,801

投資その他の資産

投資有価証券 517,002 463,961

繰延税金資産 295,750 245,967

その他 261,315 754,383

貸倒引当金 △35,132 △36,137

投資その他の資産合計 1,038,935 1,428,175

固定資産合計 4,092,861 4,609,151

資産合計 12,637,479 12,484,048
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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 1,583,045 1,740,413

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 64,910 6,673

未払費用 79,015 81,045

賞与引当金 147,717 69,644

その他 216,990 215,446

流動負債合計 2,441,678 2,463,223

固定負債

社債 300,000 300,000

退職給付引当金 736,907 656,912

その他 132,925 122,059

固定負債合計 1,169,832 1,078,971

負債合計 3,611,511 3,542,194

純資産の部

株主資本

資本金 1,716,300 1,716,300

資本剰余金 1,599,813 1,599,813

利益剰余金 5,942,884 5,900,485

自己株式 △221,140 △221,455

株主資本合計 9,037,857 8,995,142

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 40,273 7,127

為替換算調整勘定 △52,162 △60,415

その他の包括利益累計額合計 △11,889 △53,288

純資産合計 9,025,968 8,941,854

負債純資産合計 12,637,479 12,484,048
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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 7,116,899 6,406,283

売上原価 5,602,302 5,224,626

売上総利益 1,514,596 1,181,656

販売費及び一般管理費 1,225,674 1,130,083

営業利益 288,922 51,573

営業外収益

受取利息 3,692 3,403

受取配当金 8,715 7,839

不動産賃貸料 60,440 60,763

助成金収入 7,525 6,439

その他 18,447 10,544

営業外収益合計 98,820 88,989

営業外費用

支払利息 8,170 8,447

売上割引 7,602 6,275

不動産賃貸原価 5,599 5,575

持分法による投資損失 56,194 －

為替差損 52,418 16,994

その他 433 1,784

営業外費用合計 130,418 39,076

経常利益 257,324 101,485

特別利益

固定資産売却益 19 －

受取保険金 11,500 3,475

投資有価証券売却益 3,676 －

特別利益合計 15,196 3,475

特別損失

固定資産除却損 690 448

投資有価証券評価損 － 2,651

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 2,491 －

特別損失合計 3,181 3,099

税金等調整前四半期純利益 269,339 101,861

法人税、住民税及び事業税 69,446 9,444

法人税等調整額 67,125 74,204

法人税等合計 136,572 83,648

少数株主損益調整前四半期純利益 132,767 18,212

少数株主利益 － －

四半期純利益 132,767 18,212
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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 132,767 18,212

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △15,678 △33,146

為替換算調整勘定 △21,598 △8,253

その他の包括利益合計 △37,276 △41,399

四半期包括利益 95,490 △23,186

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 95,490 △23,186

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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