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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年6月30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3月期第1四半期 9,070 △8.2 150 △39.8 137 △42.7 81 △40.4
24年3月期第1四半期 9,878 △1.8 249 59.7 240 61.6 137 65.4

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 101百万円 （△22.3％） 24年3月期第1四半期 130百万円 （70.6％）

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3月期第1四半期 9.04 ―
24年3月期第1四半期 15.16 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年3月期第1四半期 13,589 5,497 40.5
24年3月期 13,306 5,432 40.8
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  5,497百万円 24年3月期  5,432百万円

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3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 4.00 ― 4.00 8.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31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) 18,500 2.4 330 △20.7 310 △21.9 190 △17.5 20.95
通期 39,000 13.2 700 △4.0 670 0.2 390 7.4 43.01



(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２ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。 

(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、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 
（将来に関する記述等についてのご注意）  
 業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実
際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。なお、業績予想に関する事項は、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。 

※  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3月期1Q 10,000,000 株 24年3月期 10,000,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 931,669 株 24年3月期 931,669 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 9,068,331 株 24年3月期1Q 9,068,331 株
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（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のわが国経済は、復興需要等を背景として緩やかに回復しつつありますが、円高の定

着や電力の安定供給への懸念などが重なり、企業や消費者のマインドの停滞は未だに継続しております。また、欧

州の財政危機を背景とした金融不安は米国経済の回復の陰りや中国に代表される新興諸国の減速にも波及し、世界

経済は先行きの不透明感を拭えない状況が続いております。 

 当グループにおきましても、このような状況のもと、積極的な営業活動や販売効率の改善、海外事業戦略の強

化に取り組みましたが、国内外に亘って厳しい経営環境となり、当第１四半期連結累計期間の経営成績は、売上高

につきましては前第１四半期連結累計期間に比べ減収となりました。利益面におきましても、前連結会計年度にお

ける引当金戻入効果の解消による営業費用の増加等もあり、減益となりました。 

 この結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は、前第１四半期連結累計期間に比べ ％減の 百万円とな

り、営業利益は ％減の 百万円、経常利益は ％減の 百万円、四半期純利益は ％減の 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 

 総資産は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加して、 百万円となりました。増加の主な要因は、商品

が 百万円増加したことによるものであります。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加して、 百万円となりました。増加の主な要因は、支払手形

及び買掛金が 百万円増加したこと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 百万円増加して、 百万円となりました。増加の主な要因は、利益剰

余金が 百万円増加したこと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 

 通期の見通しにつきましては、わが国経済は、欧州の債務危機に端を発する世界経済の失速や、定着化している

円高の影響もあり景気の先行きの不透明なまま推移するものと思われます。 

 このような状況のもとではありますが、当グループは既存の商権をしっかり守りながらも、変化をビジネスチャ

ンスと捉え、スピード感を持って新市場・新商品の開発に全力を挙げ、売上の達成に努めます。利益面につきまし

ても、機能性製品の取扱いを増やすとともに、経営の効率化を推進して利益の確保に努める所存です。 

 よって平成24年５月９日の決算短信で発表の連結業績予想に変更はございません。 

 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

税金費用の計算   

 税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む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しております。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,199,569 2,851,277

受取手形及び売掛金 8,342,448 8,638,656

商品 1,120,751 1,450,158

その他 114,023 132,800

貸倒引当金 △5,078 △6,133

流動資産合計 12,771,714 13,066,760

固定資産   

有形固定資産 133,930 131,161

無形固定資産 27,048 24,636

投資その他の資産   

その他 409,425 402,690

貸倒引当金 △35,875 △35,486

投資その他の資産合計 373,550 367,203

固定資産合計 534,530 523,001

資産合計 13,306,244 13,589,761

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,750,461 7,145,498

短期借入金 715,189 600,000

未払法人税等 91,955 61,498

引当金 66,982 36,200

その他 126,835 132,538

流動負債合計 7,751,424 7,975,736

固定負債   

引当金 73,301 67,457

その他 49,301 49,469

固定負債合計 122,602 116,927

負債合計 7,874,027 8,092,663

純資産の部   

株主資本   

資本金 820,000 820,000

資本剰余金 697,471 697,471

利益剰余金 4,195,728 4,241,409

自己株式 △188,621 △188,621

株主資本合計 5,524,578 5,570,260

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 41,649 35,214

繰延ヘッジ損益 3,004 183

為替換算調整勘定 △137,015 △108,560

その他の包括利益累計額合計 △92,361 △73,162

純資産合計 5,432,217 5,497,098

負債純資産合計 13,306,244 13,589,761



（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４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 9,878,832 9,070,600

売上原価 9,305,842 8,536,029

売上総利益 572,989 534,571

販売費及び一般管理費 323,012 384,208

営業利益 249,976 150,362

営業外収益   

受取利息 225 146

受取配当金 4,036 3,994

その他 963 445

営業外収益合計 5,225 4,586

営業外費用   

支払利息 1,122 1,107

支払保証料 8,592 9,104

売上割引 4,668 4,191

その他 0 2,590

営業外費用合計 14,383 16,992

経常利益 240,819 137,957

税金等調整前四半期純利益 240,819 137,957

法人税等 103,353 56,002

少数株主損益調整前四半期純利益 137,465 81,954

少数株主利益 － －

四半期純利益 137,465 81,954



（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４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 137,465 81,954

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △8,169 △6,435

繰延ヘッジ損益 △2,091 △2,820

為替換算調整勘定 3,055 28,454

その他の包括利益合計 △7,205 19,198

四半期包括利益 130,259 101,153

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 130,259 101,153

少数株主に係る四半期包括利益 － －



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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