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1.  平成25年2月期第1四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年5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 ％

25年2月期第1四半期 3,475 △2.1 32 △69.3 39 △67.5 22 △67.2

24年2月期第1四半期 3,549 6.2 105 10.9 121 6.5 70 △42.6

（注）包括利益 25年2月期第1四半期 △8百万円 （―％） 24年2月期第1四半期 67百万円 （―％）

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

25年2月期第1四半期 1.45 ―

24年2月期第1四半期 4.41 ―

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

25年2月期第1四半期 10,319 3,466 33.6 218.32
24年2月期 10,413 3,507 33.7 220.88

（参考） 自己資本   25年2月期第1四半期  3,466百万円 24年2月期  3,507百万円

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

24年2月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00

25年2月期 ―

25年2月期（予想） 0.00 ― 2.00 2.00

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月 1日～平成25年 2月28日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 7,250 1.4 130 △10.3 150 △11.2 90 2.3 5.67
通期 14,400 1.8 250 5.0 290 7.4 175 △15.0 11.20



(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、四半期連結財務諸表に対す
る四半期レビュー手続は、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 
当資料のうち、将来の見通し及び計画に基づく予測は、現時点で入手された情報に基づいて策定しております。 
実際の業績は今後さまざまな要因により、これらの予想数値とは異なる結果となる可能性があります。 
本資料の予測に関する事項は【添付資料】の2ページを参照ください。 

※  注記事項

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） 25年2月期1Q 15,902,500 株 24年2月期 15,902,500 株

② 期末自己株式数 25年2月期1Q 22,579 株 24年2月期 22,529 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期1Q 15,879,934 株 24年2月期1Q 15,880,871 株
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１．当四半期の連結業績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 

 当第１四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景気の落ち込みからの回復がみられ

たものの、円高の長期化や欧州での金融不安等、先行きの不透明な状況が続いております。 

当業界におきましても、原油価格の変動等、先行きの不透明な状況で推移いたしました。 

このような状況のもと当社グループは、販売面では、既存得意先の深耕と新規開拓に努め、生産面では内部

コストの削減に努めてまいりました。 

しかしながら、市場の在庫調整や原材料価格の高騰の影響を受け、売上高は、34億７千５百万円（前年同期

比2.1％減）、損益面では、営業利益３千２百万円（前年同期比69.3％減）、経常利益３千９百万円（前年同期比

67.5％減）、四半期純利益２千２百万円（前年同期比67.2％減）となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて９千３百万円減少し、103 億１

千９百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金、投資有価証券の減少額が現金及び預金の増加額

を上回ったことによるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べて５千２百万円減少し、68億５千２百万円となりました。こ

れは主に、法人税等の支払によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて４千万円減少し、34 億６千６百万円となりました。その主な要因は、

その他有価証券評価差額金の減少や配当金の支払い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 

第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、平成24年４月９日発表の業績予想から修

正しておりません。 

 

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 

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・会計上の見積もりの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

 

（４）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月４日)及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に

関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日)を適用しております 
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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）

前連結会計年度末 
(平成24年２月29日) 

当第１四半期連結会計期間末
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,163,316 1,250,353

受取手形及び売掛金 3,056,885 2,975,135

商品及び製品 570,816 588,679

仕掛品 292,759 251,794

原材料及び貯蔵品 83,062 90,466

その他 103,438 111,835

貸倒引当金 △26,305 △28,083

流動資産合計 5,243,973 5,240,182

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,402,591 2,364,774

機械装置及び運搬具（純額） 835,620 834,925

土地 1,080,699 1,080,814

その他（純額） 70,711 67,739

有形固定資産合計 4,389,623 4,348,254

無形固定資産 71,772 66,971

投資その他の資産   

投資有価証券 646,395 588,269

その他 123,042 136,880

貸倒引当金 △61,798 △60,650

投資その他の資産合計 707,638 664,499

固定資産合計 5,169,034 5,079,725

資産合計 10,413,008 10,319,907

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,828,811 1,850,327

短期借入金 2,763,364 2,781,725

1年内返済予定の長期借入金 81,996 81,996

未払金 1,157,485 1,169,012

未払法人税等 124,192 30,700

賞与引当金 29,003 67,875

その他 344,379 321,115

流動負債合計 6,329,232 6,302,753

固定負債   

長期借入金 164,262 143,763

退職給付引当金 335,302 328,340

役員退職慰労引当金 44,170 47,090

その他 32,524 31,012

固定負債合計 576,258 550,205

負債合計 6,905,491 6,852,958
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（単位：千円）

前連結会計年度末 
(平成24年２月29日) 

当第１四半期連結会計期間末
(平成24年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,807,750 1,807,750

資本剰余金 786,011 786,011

利益剰余金 870,684 861,885

自己株式 △2,493 △2,498

株主資本合計 3,461,951 3,453,147

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 102,020 63,996

為替換算調整勘定 △56,454 △50,195

その他の包括利益累計額合計 45,565 13,801

純資産合計 3,507,516 3,466,948

負債純資産合計 10,413,008 10,319,907
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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１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 3,549,552 3,475,558

売上原価 3,001,536 2,976,021

売上総利益 548,016 499,536

販売費及び一般管理費 442,983 467,334

営業利益 105,032 32,201

営業外収益   

受取利息 30 31

受取配当金 14,775 10,799

受取保険料 6,211 －

その他 4,616 4,841

営業外収益合計 25,634 15,671

営業外費用   

支払利息 5,314 4,909

手形売却損 626 359

その他 2,847 3,043

営業外費用合計 8,788 8,312

経常利益 121,878 39,560

特別利益   

貸倒引当金戻入額 711 －

特別利益合計 711 －

特別損失   

災害損失 1,080 －

特別損失合計 1,080 －

税金等調整前四半期純利益 121,509 39,560

法人税、住民税及び事業税 74,828 21,888

法人税等調整額 △23,419 △5,288

法人税等合計 51,409 16,599

少数株主損益調整前四半期純利益 70,100 22,961

四半期純利益 70,100 22,961
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 70,100 22,961

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,321 △38,023

為替換算調整勘定 2,082 6,259

その他の包括利益合計 △2,239 △31,764

四半期包括利益 67,861 △8,803

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 67,861 △8,803

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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