
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

     

 

       

 

       

 
 

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

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）

（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 533 41.4 △6 ― △11 ― △13 ―
24年３月期第１四半期 377 △16.9 △33 ― △50 ― △51 ―

(注) 包括利益 25年３月期第１四半期 △9百万円( ―％) 24年３月期第１四半期 △54百万円( ―％)

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３月期第１四半期 △3.14 ―
24年３月期第１四半期 △11.89 ―

（２）連結財政状態

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 4,398 1,181 26.8
24年３月期 4,462 1,190 26.7

(参考) 自己資本 25年３月期第１四半期 1,180百万円 24年３月期 1,189百万円

２．配当の状況

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
25年３月期 ―

25年３月期(予想) 0.00 ― 0.00 0.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

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）

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) 1,790 97.8 46 ― 21 ― 18 ― 4.1
通期 3,500 25.8 69 △45.8 19 △79.1 13 △82.3 3.0

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 
  （連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

    

     

   

   

     

 

 

 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 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

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

(注) 詳細は、添付資料P3「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」をご覧下さい。

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年３月期１Ｑ 4,495,000株 24年３月期 4,495,000株

② 期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 141,718株 24年３月期 141,718株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 4,353,282株 24年３月期１Ｑ 4,353,282株

※ 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あります。

※ 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等については、四半期決算短信(添付資料P2)「連結
業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、復興需要等を背景として、緩やかに回復の兆しを

見せる一方で、欧州の金融不安、長期化する円高及び株安等依然として先行きの不透明な状況が続いて

おります。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、お客様第一主義に徹し、積極的な営業活動を

展開した結果、売上高は5億3千3百万円(前年同期比41.4％増)となりました。利益面につきましては、

生産コストの削減、製造、管理部門における経費削減、業務の効率化等を行いましたが、受注がまだま

だ低調であったこと等により、営業損失6百万円(前年同期は営業損失3千3百万円)、経常損失1千1百万

円(前年同期は経常損失5千万円)、四半期純損失1千3百万円(前年同期は四半期純損失5千1百万円)とな

りました。 

  

当第１四半期連結会計期間末における総資産は43億9千8百万円となり、前連結会計年度末と比較して

6千3百万円の減少となりました。 

 資産の部では、流動資産は24億7千3百万円となり前連結会計年度末と比較して4千6百万円の減少とな

りました。これは主に、受取手形及び売掛金等の減少が仕掛品等の増加を上回ったことによるもので

す。 

 固定資産は、19億2千4百万円となり、前連結会計年度末と比較して1千7百万円の減少となりました。

これは主に、投資有価証券、有形固定資産の償却等による減少が保険積立金等の増加を上回ったことに

よるものです。 

負債の部では、流動負債は23億1千万円となり前連結会計年度末と比較して1千万円の減少となりまし

た。これは主に、賞与引当金等の減少が短期借入金等の増加を上回ったことによるものです。 

 固定負債は、9億6百万円となり、前連結会計年度末と比較して4千3百万円の減少となりました。これ

は主に、長期借入金の減少によるものです。 

純資産の部では、純資産合計は11億8千1百万円となり、前連結会計年度末と比較して9百万円の減少

となりました。これは主に、利益剰余金、その他有価証券評価差額金等の減少が為替換算調整勘定の増

加を上回ったことによるものです。 

 自己資本比率は、前連結会計年度末の26.7％から26.8％となりました。 

  

平成25年3月期の業績予想につきましては、平成24年5月11日に公表いたしました数値から変更はありま

せん。 
  

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

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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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、これによる当第１四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失に

与える影響は軽微であります。 

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 1,127,649 1,115,121

受取手形及び売掛金 989,656 720,834

製品 31,180 36,271

仕掛品 248,598 472,188

原材料及び貯蔵品 103,529 100,549

その他 19,888 29,031

流動資産合計 2,520,502 2,473,997

固定資産   

有形固定資産   

土地 786,595 786,595

その他（純額） 542,201 534,618

有形固定資産合計 1,328,797 1,321,213

無形固定資産 15,602 16,128

投資その他の資産   

その他 635,409 628,955

貸倒引当金 △38,274 △42,156

投資その他の資産合計 597,134 586,799

固定資産合計 1,941,534 1,924,141

資産合計 4,462,037 4,398,139

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 243,235 251,656

短期借入金 1,865,989 1,874,830

未払法人税等 18,206 2,756

賞与引当金 37,040 13,566

その他 156,825 167,773

流動負債合計 2,321,297 2,310,583

固定負債   

長期借入金 605,561 558,893

退職給付引当金 290,279 296,973

その他 54,508 50,653

固定負債合計 950,349 906,519

負債合計 3,271,646 3,217,102
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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 958,400 958,400

資本剰余金 828,006 828,006

利益剰余金 △384,873 △398,549

自己株式 △85,038 △85,038

株主資本合計 1,316,493 1,302,817

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 12,642 293

為替換算調整勘定 △139,303 △122,841

その他の包括利益累計額合計 △126,661 △122,547

新株予約権 557 767

純資産合計 1,190,390 1,181,036

負債純資産合計 4,462,037 4,398,139
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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 377,501 533,905

売上原価 289,094 418,647

売上総利益 88,407 115,258

販売費及び一般管理費   

役員報酬 29,228 25,217

給料及び手当 34,875 32,066

賞与引当金繰入額 2,991 3,123

退職給付費用 1,743 725

貸倒引当金繰入額 － 3,881

その他 53,345 56,976

販売費及び一般管理費合計 122,184 121,990

営業損失（△） △33,776 △6,732

営業外収益   

受取利息 704 837

受取配当金 759 1,335

為替差益 － 3,233

助成金収入 8,636 －

その他 920 1,897

営業外収益合計 11,020 7,305

営業外費用   

支払利息 8,018 9,667

為替差損 17,566 －

その他 1,882 2,302

営業外費用合計 27,468 11,970

経常損失（△） △50,224 △11,397

特別利益   

固定資産売却益 57 －

特別利益合計 57 －

特別損失   

固定資産売却損 13 －

特別損失合計 13 －

税金等調整前四半期純損失（△） △50,181 △11,397

法人税、住民税及び事業税 949 1,586

法人税等調整額 627 692

法人税等合計 1,576 2,278

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △51,758 △13,676

四半期純損失（△） △51,758 △13,676
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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損失（△） △51,758 △13,676

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,175 △12,348

為替換算調整勘定 △5,131 16,461

その他の包括利益合計 △2,956 4,113

四半期包括利益 △54,714 △9,562

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △54,714 △9,562

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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