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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 2,794 △15.6 37 △77.2 41 △75.2 3 △95.1
24年3月期第1四半期 3,309 7.2 165 △3.9 165 4.0 77 30.8

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 103百万円 （△23.8％） 24年3月期第1四半期 135百万円 （△5.8％）

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 0.57 ―
24年3月期第1四半期 11.79 ―

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 14,338 8,238 53.1
24年3月期 14,174 8,175 53.5
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  7,615百万円 24年3月期  7,581百万円

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  
平成25年3月期の第2四半期末、期末の1株当たり配当金には、それぞれ記念配当を1円50銭ずつ含んでおります。 

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 ― 6.00 ― 6.00 12.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 7.50 ― 7.50 15.00

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) 6,400 △7.9 105 △72.1 90 △76.4 110 △48.5 16.71
通期 13,900 1.3 440 △35.3 420 △39.6 380 58.9 57.70



(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 

(注) 当第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳
   細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」 （３） 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

(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、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および
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。 

※  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   ：  有
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  有
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 6,600,000 株 24年3月期 6,600,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 16,210 株 24年3月期 16,210 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 6,583,790 株 24年3月期1Q 6,583,870 株
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当第１四半期連結累計期間の我が国経済は、東日本大震災からの復興需要を背景とした持ち直しの兆
しも見られましたが、欧州の金融不安の深刻化や円高基調の継続、雇用情勢の低迷など経済の不安要因
に加え、今夏の電力供給問題による景気の下振れが懸念され、先行きは依然として不透明な状況が続い
ております。 
 このような経済環境下、国内砥石製造・販売事業では、国内向け砥石販売が堅調に推移し、インドネ
シア向けを中心とする輸出も増加しました。 
 製品商品販売事業は、復興需要が想定を下回ったものの、砥石・機械工具・消耗品とも販売が増加し
ました。しかしながら、利益面では前年同期に比較して改善はしたものの、損失を計上しております。
 海外砥石製造・販売事業は、平成２３年１０月に発生したタイ王国における洪水のため、生産が前年
同期比約７割の減少となり、販売は大きく落ち込み利益面では損失となりました。 
  
 このような環境の下、当第１四半期連結累計期間の連結売上高は２,７９４,０３６千円となり、前年
同期比５１５,４４１千円（１５．６％）減収となりました。 
 売上原価率は、砥石製造量の減少による生産性の低下により前年同期比０．２ポイント悪化いたしま
した。 
 その結果、連結営業利益は３７,６５２千円となり、前年同期比１２７,６０９千円（７７．２％）減
益となりました。 
 連結経常利益は４１,１７０千円となり、前年同期比１２４,８１５千円（７５．２％）の減益となり
ました。 
 連結四半期純利益は３,７６７千円となり、前年同期比７３,８８０千円（９５．１％）の減益となり
ました。 

  

当第１四半期連結会計期間の資産合計は１４,３３８,４７６千円となり、前連結会計年度に比べ 
１６３,８６５千円増加いたしました。 
 流動資産は、６,７８８,０３５千円となり２７６,６７０千円減少いたしました。 
 主な要因は、海外砥石製造・販売事業の洪水からの復旧に向けた生産設備機器の修理改修や新工場建
設などの設備支出などにより現金及び預金が３７１,６０９千円減少し、海外砥石製造・販売事業の減
産等による販売減により受取手形及び売掛金が１１８,９５４千円減少いたしました。一方で輸出用の
製品備蓄などによりたな卸資産が２１５,８９５千円増加いたしました。 
 固定資産は、７,５５０,４４０千円となり４４０,５３５千円増加いたしました。 
 有形固定資産は、６,７７５,２５１千円となり４５６,２０２千円増加いたしました。 
  主な要因は、ロジャナ工場の建物増設、生産設備機器の取得、新工場建設に伴うものであります。 
 無形固定資産は、３３１,４９８千円となり３,２１１千円減少いたしました。 
 投資その他の資産は、４４３,６９０千円となり１２,４５４千円減少いたしました。 
  
 当第１四半期連結会計期間の負債合計は６,０９９,４９４千円となり、前連結会計年度に比べ 
１００,３１４千円増加いたしました。 
 流動負債は、４,６９６,２１２千円となり１５５,５１２千円増加いたしました。 
 主な要因は、未払金と未払費用が６６，４４１千円減少し、未払消費税等が２６,７５７千円減少す
る一方で、仕入の増加に伴い支払手形及び買掛金が１１５,７９４千円増加し、季節性の短期借入金が
２６５,５０１千円増加したことによるものであります。 
 固定負債は１,４０３,２８２千円となり５５,１９７千円減少いたしました。 
 主な要因は、長期借入金が６６,０３０千円減少したことによるものであります。 
 当第１四半期連結会計期間の純資産合計は８,２３８,９８１千円となり、前連結会計年度に比べ 
６３,５５０千円増加いたしました。 
 主な要因は、四半期純利益３,７６７千円に加え、為替換算調整勘定７８,７５３千円及び少数株主持
分が２９,６４２千円増加する一方で、配当金を３９,５０２千円支払ったことによるものであります。
  
 この結果、自己資本比率は、前連結会計年度の５３．５％から５３．１％となりました。 

  

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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当第１四半期連結累計期間の業績実体と国内外の景況感を踏まえ、国内砥石製造・販売事業のインド
ネシア向け砥石輸出は堅調に拡大推移すると予想します。また海外砥石製造・販売事業における海外か
らの砥石需要も拡大傾向が続いています。しかしながら国内の砥石需要は復興需要が想定を下回ってお
り、また円高基調による生産拠点の海外移転が拡大基調にあることから、砥石の需要、電動工具や研磨
布紙などの仕入商品の需要も力強さに欠けます。海外生産拠点は依然復興中であり供給が追い付いてお
らず供給能力拡大に鋭意努力しており、この動向をもう暫く見定める必要があります。従いまして、平
成２４年５月１１日の決算短信で発表致しました第２四半期累計期間及び通期業績の予想を先行きが不
透明なため見直ししておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。 

 なお、この変更に伴う当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は、軽微であります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)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
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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 2,081,222 1,709,613

受取手形及び売掛金 3,476,698 3,357,744

商品及び製品 832,606 948,601

仕掛品 38,875 69,781

原材料及び貯蔵品 437,348 506,344

その他 205,033 202,922

貸倒引当金 △7,079 △6,970

流動資産合計 7,064,706 6,788,035

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,029,350 3,167,912

減価償却累計額 △1,767,790 △1,807,646

建物及び構築物（純額） 1,261,559 1,360,266

土地 3,996,766 4,012,445

その他 3,385,904 3,830,782

減価償却累計額 △2,325,180 △2,428,241

その他（純額） 1,060,723 1,402,540

有形固定資産合計 6,319,049 6,775,251

無形固定資産 334,710 331,498

投資その他の資産   

投資その他の資産 460,563 448,108

貸倒引当金 △4,418 △4,418

投資その他の資産合計 456,144 443,690

固定資産合計 7,109,905 7,550,440

資産合計 14,174,611 14,338,476

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,138,538 2,254,333

短期借入金 1,364,238 1,629,739

未払法人税等 71,688 70,550

災害損失引当金 182,852 86,374

その他 783,382 655,214

流動負債合計 4,540,699 4,696,212

固定負債   

長期借入金 589,938 523,908

退職給付引当金 670,381 680,637

役員退職慰労引当金 66,850 67,460

その他 131,311 131,277

固定負債合計 1,458,480 1,403,282

負債合計 5,999,180 6,099,494
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(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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,128,200 1,128,200

資本剰余金 908,565 908,565

利益剰余金 5,794,643 5,758,908

自己株式 △10,392 △10,392

株主資本合計 7,821,017 7,785,282

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 11,921 2,811

為替換算調整勘定 △251,084 △172,330

その他の包括利益累計額合計 △239,162 △169,519

少数株主持分 593,576 623,218

純資産合計 8,175,430 8,238,981

負債純資産合計 14,174,611 14,338,476
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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 3,309,478 2,794,036

売上原価 2,505,239 2,121,495

売上総利益 804,238 672,541

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 309,688 321,527

退職給付費用 23,110 23,446

役員退職慰労引当金繰入額 1,710 1,610

貸倒引当金繰入額 1,120 △109

その他 303,347 288,413

販売費及び一般管理費合計 638,975 634,888

営業利益 165,262 37,652

営業外収益   

受取利息 42 46

受取配当金 3,539 2,183

為替差益 1,263 6,370

仕入割引 3,395 2,805

その他 4,107 7,681

営業外収益合計 12,348 19,087

営業外費用   

支払利息 5,226 8,111

売上割引 4,219 5,231

その他 2,179 2,226

営業外費用合計 11,624 15,569

経常利益 165,986 41,170

特別利益   

固定資産売却益 93 142

特別利益合計 93 142

特別損失   

固定資産除却損 116 634

特別損失合計 116 634

税金等調整前四半期純利益 165,962 40,678

法人税、住民税及び事業税 74,126 68,614

法人税等調整額 △12,544 △8,843

法人税等合計 61,582 59,770

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（△）

104,380 △19,092

少数株主利益又は少数株主損失（△） 26,732 △22,860

四半期純利益 77,648 3,767
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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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

104,380 △19,092

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,262 △9,110

為替換算調整勘定 35,185 131,255

その他の包括利益合計 30,922 122,145

四半期包括利益 135,303 103,053

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 94,496 73,411

少数株主に係る四半期包括利益 40,806 29,642
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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） 

 該当事項はありません。 

  

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) 

 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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