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1.  平成24年6月期第2四半期の連結業績（平成23年7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6月期第2四半期 2,988 6.7 387 6.6 386 6.6 211 △0.3

23年6月期第2四半期 2,799 32.7 363 ― 362 906.1 212 473.6

（注）包括利益 24年6月期第2四半期 192百万円 （△17.1％） 23年6月期第2四半期 232百万円 （―％）

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6月期第2四半期 12.11 ―

23年6月期第2四半期 12.14 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年6月期第2四半期 9,024 5,025 55.7
23年6月期 9,110 4,885 53.6

（参考） 自己資本   24年6月期第2四半期  5,025百万円 23年6月期  4,885百万円

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6月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00
24年6月期 ― 0.00

24年6月期（予想） ― 3.00 3.00

3.  平成24年6月期の連結業績予想（平成23年7月1日～平成24年6月30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 5,850 3.9 730 8.6 700 3.9 400 5.0 22.89



(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「１．当四半期決算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」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6月期2Q 17,631,600 株 23年6月期 17,631,600 株

② 期末自己株式数 24年6月期2Q 154,636 株 23年6月期 153,696 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年6月期2Q 17,477,465 株 23年6月期2Q 17,479,673 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四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により依然として厳しい状況が続いてい

る中で、緩やかに持ち直してきましたが、欧州債務危機などの世界経済減速懸念や、輸出関連企業を直撃したタイ

の大洪水、歴史的円高の長期化、電力供給の制約など先行き懸念材料が広がっており、景気の悪化懸念が残ってい

る状況にあります。  

 このような経済状況の下で、当社グループは、生産性の向上に取組み原価低減を図り収益性向上に努めました。

 こうした事業活動の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は2,988百万円（前年同四半期比6.7%増）、営業

利益は387百万円（前年同四半期比6.6％増）、経常利益は386百万円（前年同四半期比6.6％増）、四半期純利益は

211百万円（前年同四半期比0.3％減）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。 

①金属熱処理加工事業  

 金属熱処理業界においては、３月に発生した東日本大震災によりサプライチェーンが分断され大きな影響を受け

た自動車業界向けの受注が回復、建設機械、産業工作機械向け受注は順調な海外需要により堅調に推移しました。

  こうした状況の中で、熱処理効率の改善による生産性の向上、人件費、修繕費など固定費の削減を進め、全力

で収益の確保に努めました。 

これらの結果、売上高は2,720百万円、セグメント利益は370百万円となりました。  

②運送事業  

 運送事業につきましては、売上高が回復基調にある中、傭車（外注）便を活用すると共に、運行管理の徹底、 

配車の効率化及びエコドライブによる燃費の削減などに努めました。 

 これらの結果、売上高は233百万円、セグメント利益は27百万円となりました。 

③情報処理事業  

 情報処理事業につきましては、営業活動を強化し、新規受注獲得に努めました。 

 これらの結果、売上高は33百万円、セグメント利益は14百万円となりました。        

（２）連結財政状態に関する定性的情報  

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金の減少等により前連結会計年度末比86百万円減少し

9,024百万円となりました。 

 負債は、短期借入金の減少等により前連結会計年度末対比226百万円減少し3,999百万円となりました。純資産は

利益剰余金の増加等により前連結会計年度末比140百万円増加し5,025百万円となりました。 

②キャッシュ・フローの状況  

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末と比較

し240百万円減少し2,337百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は170百万円（前年同四半期は466百万円）となりました。これは主に売上債権174

百万円の増加、法人税等の支払額274百万円があったものの税金等調整前四半期純利益383百万円、減価償却費219

百万円などを計上したことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は183百万円（前年同四半期は111百万円）となりました。これは主に有形固定資産

の取得に155百万円、無形固定資産の取得に24百万円の支払いを行ったことなどによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は226百万円（前年同四半期は170百万円）となりました。これは主に長期借入によ

る収入244百万円があったものの、短期借入金の返済200百万円、長期借入金の返済148百万円及び社債の償還149百

万円などを行ったことなどによるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  連結業績予想につきましては、平成23年８月15日の「平成23年６月期 決算短信」で公表いたしました通期の連

結業績予想から変更はありません。 

 なお、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。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。  

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,588,078 2,347,557

受取手形及び売掛金 1,909,640 2,084,158

製品 9,833 18,284

仕掛品 38,864 35,830

原材料及び貯蔵品 99,040 95,645

繰延税金資産 42,466 28,264

その他 198,692 184,643

貸倒引当金 △506 △558

流動資産合計 4,886,110 4,793,827

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 907,173 880,233

機械装置及び運搬具（純額） 687,449 721,796

土地 1,838,851 1,838,851

リース資産（純額） 99,082 108,108

建設仮勘定 79,452 50,994

その他（純額） 73,363 91,046

有形固定資産合計 3,685,372 3,691,030

無形固定資産 135,579 152,412

投資その他の資産   

投資有価証券 172,290 145,017

繰延税金資産 130,064 140,422

その他 101,473 101,935

貸倒引当金 △198 －

投資その他の資産合計 403,630 387,375

固定資産合計 4,224,582 4,230,818

資産合計 9,110,692 9,024,645
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年６月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(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 390,978 416,849

短期借入金 922,217 765,284

1年内償還予定の社債 298,000 298,000

未払金 304,657 249,478

未払費用 231,490 257,404

未払法人税等 285,018 167,969

賞与引当金 42,013 31,252

その他 199,695 242,062

流動負債合計 2,674,069 2,428,300

固定負債   

社債 567,000 518,000

長期借入金 540,393 592,446

退職給付引当金 294,093 305,741

その他 149,956 154,646

固定負債合計 1,551,443 1,570,834

負債合計 4,225,512 3,999,135

純資産の部   

株主資本   

資本金 878,363 878,363

資本剰余金 713,431 713,431

利益剰余金 3,314,835 3,473,983

自己株式 △37,502 △37,667

株主資本合計 4,869,128 5,028,111

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 16,051 △2,600

その他の包括利益累計額合計 16,051 △2,600

純資産合計 4,885,179 5,025,510

負債純資産合計 9,110,692 9,024,645
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 2,799,394 2,988,318

売上原価 1,896,312 2,023,838

売上総利益 903,082 964,480

販売費及び一般管理費 539,749 577,300

営業利益 363,332 387,179

営業外収益   

受取利息 2,750 2,738

受取配当金 1,415 1,108

投資有価証券売却益 368 －

受取賃貸料 4,614 4,376

スクラップ収入 7,288 4,756

工場設置奨励金 4,361 3,831

その他 4,161 7,256

営業外収益合計 24,958 24,067

営業外費用   

支払利息 17,607 17,326

支払手数料 5,786 5,328

社債発行費 809 809

その他 1,193 1,016

営業外費用合計 25,396 24,480

経常利益 362,894 386,765

特別利益   

固定資産売却益 － 2,877

投資有価証券売却益 255 －

役員退職慰労引当金戻入額 2,165 －

特別利益合計 2,421 2,877

特別損失   

固定資産売却損 77 －

固定資産除却損 1,557 4,065

リース解約損 － 2,242

特別損失合計 1,635 6,308

税金等調整前四半期純利益 363,680 383,335

法人税、住民税及び事業税 168,758 158,021

法人税等調整額 △17,297 13,732

法人税等合計 151,460 171,753

少数株主損益調整前四半期純利益 212,219 211,581

少数株主利益 － －

四半期純利益 212,219 211,581
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７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 212,219 211,581

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 20,582 △18,652

その他の包括利益合計 20,582 △18,652

四半期包括利益 232,802 192,928

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 232,802 192,928

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年７月１日 

 至 平成22年12月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 363,680 383,335

減価償却費 219,336 219,715

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,937 11,648

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △80,899 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,454 △10,761

受取利息及び受取配当金 △4,165 △3,846

支払利息 17,607 17,326

投資有価証券売却損益（△は益） △623 －

固定資産除却損 1,557 4,065

売上債権の増減額（△は増加） △211,176 △174,518

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,570 △2,022

仕入債務の増減額（△は減少） 51,555 25,871

未払又は未収消費税等の増減額 11,509 △17,298

その他 146,488 3,041

小計 515,816 456,557

利息及び配当金の受取額 4,165 3,846

利息の支払額 △18,217 △15,379

法人税等の支払額 △35,309 △274,209

営業活動によるキャッシュ・フロー 466,455 170,815

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △10,000 △10,000

定期預金の払戻による収入 10,000 10,000

有形固定資産の取得による支出 △77,197 △155,769

無形固定資産の取得による支出 △36,390 △24,593

投資有価証券の取得による支出 △1,222 △1,268

投資有価証券の売却による収入 3,511 －

その他 △438 △2,218

投資活動によるキャッシュ・フロー △111,736 △183,850

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） － △200,000

長期借入れによる収入 150,000 244,000

長期借入金の返済による支出 △234,109 △148,880

社債の発行による収入 100,000 100,000

社債の償還による支出 △139,000 △149,000

リース債務の返済による支出 △13,823 △20,465

配当金の支払額 △34,018 △52,068

その他 △10 △164

財務活動によるキャッシュ・フロー △170,961 △226,578

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,193 △908

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 182,563 △240,521

現金及び現金同等物の期首残高 1,618,642 2,578,078

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,801,205 2,337,557
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該当事項はありません。   

  

  （セグメント情報） 

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年７月１日 至平成22年12月31日） 

 １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額△10,212千円はセグメント間取引の消去であります。  

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

 該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年７月１日 至平成23年12月31日） 

 １．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報  

（単位：千円）

（注）１．セグメント利益の調整額△24,495千円はセグメント間取引の消去であります。  

   ２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

 ２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

該当事項はありません  

  

該当事項はありません   

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益

計算書計上額 
（注）２ 

金属熱処理
加工事業 

運送事業 情報処理事業 計

売上高             

外部顧客への売上高 2,550,565 220,461 28,368  2,799,394  － 2,799,394

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ 133,683 45,221  178,905  △178,905 －

計 2,550,565 354,144 73,590  2,978,300  △178,905 2,799,394

セグメント利益 336,836 22,788 13,920  373,545  △10,212 363,332

  

報告セグメント
調整額 
（注）１ 

四半期連結損益

計算書計上額 
（注）２ 

金属熱処理
加工事業 

運送事業 情報処理事業 計

売上高             

外部顧客への売上高 2,720,992 233,853 33,472  2,988,318  － 2,988,318

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

－ 144,058 81,679  225,737  △225,737 －

計 2,720,992 377,912 115,151  3,214,056  △225,737 2,988,318

セグメント利益 370,246 27,219 14,208  411,674  △24,495 387,179

（６）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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