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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 2,722 16.2 332 23.8 335 22.2 201 58.8
24年3月期第1四半期 2,342 8.0 268 70.4 274 68.2 127 41.6

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 171百万円 （3.7％） 24年3月期第1四半期 165百万円 （254.4％）

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 13.66 ―
24年3月期第1四半期 8.60 ―

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 12,504 8,886 71.1
24年3月期 12,390 8,892 71.8
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  8,886百万円 24年3月期  8,892百万円

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 ― 3.00 ― 12.00 15.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） 4.00 ― 6.00 10.00

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) 4,600 △2.2 420 △32.9 430 △32.4 220 △30.2 14.88
通期 9,400 △0.8 990 △12.4 1,000 △12.1 520 △10.5 35.19



(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） 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Ｐ．２「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きの対象外であり、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き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 
 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については、添付資料
Ｐ．２「１．（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   ：  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 15,486,000 株 24年3月期 15,486,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 710,828 株 24年3月期 710,006 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 14,775,278 株 24年3月期1Q 14,776,794 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におけるわが国経済は、東日本大震災の復旧・復興需要に加えて、エコカー減税など

の政策効果により、景気は緩やかに持ち直しましたが、欧州の債務危機再燃から円高・株安が進行し、厳しい状況

が続きました。 

 このような状況の下、当社グループは注力市場の受注活動の強化や新市場の開拓に努めてまいりました。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は27億22百万円（前年同四半期比16.2％増）、利益

面につきましては営業利益３億32百万円（同23.8％増）、経常利益３億35百万円（同22.2％増）、四半期純利益２

億１百万円（同58.8％増）となりました。 

   

(２) 連結財政状態に関する定性的情報 

 資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期末における総資産は前連結会計年度末に比べ１億13百万円増加し、125億４百万円となりました。

これは、現金及び預金の減少額１億59百万円があったものの、受取手形及び売掛金の増加額１億74百万円並びに

機械装置及び運搬具の増加額59百万円があったこと等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１億19百万円増加し、36億17百万円となりました。これは、未

払法人税等の減少額２億22百万円があったものの、支払手形及び買掛金の増加額３億14百万円があったこと等に

よるものであります。 

 純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ５百万円減少し、88億86百万円となり、自己資本比率は前連

結会計年度末に比べ、0.7ポイント下降し、71.1％となりました。 

   

(３) 連結業績予想に関する定性的情報 

 当第１四半期の業績につきましては、概ね計画どおりに推移しております。従いまして、現時点におきまして

は、平成24年５月７日に公表しました業績予想値に変更はありません。 

   

   

(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 

（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日以降に取得した有形固定

資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これにより、従来の方法に比べて、当第１四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期

純利益はそれぞれ826千円増加しております。  

   

１．当四半期決算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
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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 1,651,294 1,491,791

受取手形及び売掛金 4,113,001 4,287,356

商品及び製品 378,184 408,900

仕掛品 39,998 52,434

原材料及び貯蔵品 495,852 455,740

その他 425,262 492,683

貸倒引当金 △4,352 △4,605

流動資産合計 7,099,241 7,184,302

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 972,592 955,126

機械装置及び運搬具（純額） 1,191,447 1,250,784

工具、器具及び備品（純額） 273,384 244,912

土地 1,171,754 1,171,754

建設仮勘定 22,653 55,369

有形固定資産合計 3,631,833 3,677,947

無形固定資産 58,721 58,304

投資その他の資産   

投資有価証券 505,239 474,319

その他 1,095,562 1,109,397

投資その他の資産合計 1,600,802 1,583,717

固定資産合計 5,291,357 5,319,970

資産合計 12,390,598 12,504,272

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,459,139 1,773,869

短期借入金 150,000 150,000

1年内償還予定の社債 268,000 268,000

未払法人税等 333,088 110,983

賞与引当金 207,167 183,264

役員賞与引当金 55,000 14,900

その他 428,957 518,511

流動負債合計 2,901,352 3,019,528

固定負債   

社債 320,000 320,000

退職給付引当金 240,040 241,220

その他 36,836 36,847

固定負債合計 596,877 598,067

負債合計 3,498,229 3,617,596

3



（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 1,617,000 1,617,000

資本剰余金 1,440,058 1,440,058

利益剰余金 5,938,647 5,963,268

自己株式 △165,837 △166,106

株主資本合計 8,829,868 8,854,220

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 72,364 45,059

為替換算調整勘定 △9,863 △12,603

その他の包括利益累計額合計 62,500 32,455

純資産合計 8,892,368 8,886,676

負債純資産合計 12,390,598 12,504,272
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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 2,342,627 2,722,720

売上原価 1,673,115 1,971,487

売上総利益 669,512 751,232

販売費及び一般管理費 401,037 418,855

営業利益 268,475 332,377

営業外収益   

受取利息 121 120

受取配当金 9,070 8,385

その他 1,475 669

営業外収益合計 10,667 9,175

営業外費用   

支払利息 2,111 2,083

為替差損 1,489 3,698

その他 831 －

営業外費用合計 4,432 5,781

経常利益 274,710 335,771

特別損失   

固定資産除却損 294 －

投資有価証券評価損 38,288 －

特別損失合計 38,583 －

税金等調整前四半期純利益 236,126 335,771

法人税、住民税及び事業税 69,102 106,142

法人税等調整額 39,826 27,696

法人税等合計 108,928 133,838

少数株主損益調整前四半期純利益 127,198 201,932

四半期純利益 127,198 201,932

5



（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 127,198 201,932

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 38,766 △27,304

為替換算調整勘定 △144 △2,739

その他の包括利益合計 38,621 △30,044

四半期包括利益 165,819 171,888

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 165,819 171,888
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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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