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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 3,344 2.1 0 ― △10 ― △27 ―

24年3月期第1四半期 3,275 △6.7 △9 ― △35 ― △47 ―

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 4百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 △43百万円 （―％）

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 △2.70 ―

24年3月期第1四半期 △4.69 ―

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3月期第1四半期 6,068 1,492 24.6 148.43
24年3月期 6,471 1,487 23.0 147.94

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  1,492百万円 24年3月期  1,487百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

25年3月期 ―

25年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

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) 6,700 2.4 40 ― 2 ― △20 ― △1.98

通期 14,000 △1.7 120 △21.2 45 △14.3 10 △55.1 0.99



(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） 詳細は、添付資料Ｐ．３「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） 

※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いません。 

※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等については、四半期
決算短信（添付資料）２ページ「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 10,171,797 株 24年3月期 10,171,797 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 120,067 株 24年3月期 120,067 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 10,051,730 株 24年3月期1Q 10,051,730 株
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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、東日本大震災の復興需要などにより緩やかな回復

基調がみられるものの、欧州債務危機を発端とする世界経済の停滞や長期化する円高など、依然として

先行き不透明な状況が続いております。 

 このような状況の中、当社グループにおきましては、収益性の向上を目指し高付加価値製品の受注拡

大に努めるとともに原価低減および経費削減に取り組んでまいりました。 

 その結果、売上高は33億44百万円（前年同四半期32億75百万円）、営業利益は１万円（前年同四半期

９百万円の損失）、経常損失は10百万円（前年同四半期35百万円の損失）、四半期純損失は27百万円

（前年同四半期47百万円の損失）と前年同四半期と比べ改善となりました。 

セグメントの業績を示すと次のとおりであります。  

 (合成樹脂成形関連事業) 

国内におきましては、当社の主力であるＯＡ機器部品の受注が減少し厳しい状況が続いたものの、海

外において、主力のＯＡ機器部品の受注が順調に推移し増収となり、この結果、売上高29億63百万円

（前年同四半期28億15百万円）、営業利益６百万円（前年同四半期５百万円）となりました。  

 (物流機器関連事業) 

競合激化の中、前期に引続き収益の確保に注力してまいりましたが、前年同四半期に比べ減収とな

り、この結果、売上高３億80百万円(前年同四半期４億59百万円)、営業損失６百万円(前年同四半期15

百万円の損失)となりました。 

  

 (資産) 

資産合計は60億68百万円となり、前連結会計年度末と比べ４億３百万円減少しました。これは主に、

現金及び預金が１億74百万円減少、受取手形及び売掛金が１億11百万円減少、商品及び製品、仕掛品等

のたな卸資産が64百万円減少、投資有価証券が55百万円減少したことによるものです。 

 (負債) 

負債合計は45億76百万円となり、前連結会計年度末と比べ４億８百万円減少しました。これは主に、

流動負債のその他が69百万円増加し、支払手形及び買掛金が３億58百万円減少、短期借入金が51百万円

減少、長期借入金が62百万円減少したことによるものです。 

 (純資産) 

純資産合計は14億92百万円となり、前連結会計年度末と比べ４百万円増加しました。これは主に、利

益剰余金の減少27百万円、為替換算調整勘定の増加34百万円によるものです。 

  

 平成24年５月15日に公表しました連結予想から修正は行っておりません。 

  

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。 

これによる当第１四半期連結累計期間の損益への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 914,151 739,917

受取手形及び売掛金 2,527,938 2,416,190

商品及び製品 471,492 426,148

仕掛品 143,409 146,268

原材料及び貯蔵品 324,062 302,500

その他 216,277 210,516

貸倒引当金 △38 △33

流動資産合計 4,597,293 4,241,509

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 333,956 329,684

機械装置及び運搬具（純額） 304,781 309,471

土地 894,119 894,119

リース資産（純額） 19,655 17,760

建設仮勘定 1,796 583

その他（純額） 32,286 53,397

有形固定資産合計 1,586,596 1,605,017

無形固定資産   

その他 22,796 23,388

無形固定資産合計 22,796 23,388

投資その他の資産   

投資有価証券 117,503 61,543

その他 152,750 140,907

貸倒引当金 △4,966 △3,866

投資その他の資産合計 265,287 198,583

固定資産合計 1,874,680 1,826,990

資産合計 6,471,974 6,068,499

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,446,457 2,087,751

短期借入金 470,298 418,621

未払法人税等 36,288 32,025

その他 421,453 491,229

流動負債合計 3,374,496 3,029,629
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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) 

固定負債   

長期借入金 1,423,064 1,360,318

退職給付引当金 137,590 140,440

その他 49,699 46,071

固定負債合計 1,610,353 1,546,829

負債合計 4,984,850 4,576,458

純資産の部   

株主資本   

資本金 927,623 927,623

資本剰余金 785,172 785,172

利益剰余金 △104,440 △131,646

自己株式 △22,562 △22,562

株主資本合計 1,585,793 1,558,587

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,837 △5,831

繰延ヘッジ損益 － △178

為替換算調整勘定 △94,832 △60,536

その他の包括利益累計額合計 △98,669 △66,547

純資産合計 1,487,123 1,492,040

負債純資産合計 6,471,974 6,068,499
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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 3,275,352 3,344,325

売上原価 2,914,097 2,976,505

売上総利益 361,254 367,820

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 107,109 97,714

給料及び賞与 120,045 111,849

退職給付費用 11,100 8,690

貸倒引当金繰入額又は戻入額（△） △6,396 △5

その他 139,317 149,551

販売費及び一般管理費合計 371,175 367,800

営業利益又は営業損失（△） △9,920 19

営業外収益   

受取利息 32 70

受取配当金 142 143

為替差益 － 1,039

受取賃貸料 1,636 395

保険解約返戻金 － 5,193

その他 3,559 1,127

営業外収益合計 5,371 7,969

営業外費用   

支払利息 15,565 13,213

為替差損 11,904 －

その他 3,930 4,989

営業外費用合計 31,400 18,202

経常損失（△） △35,949 △10,213

特別利益   

固定資産売却益 24 －

ゴルフ会員権売却益 － 85

特別利益合計 24 85

特別損失   

減損損失 4,210 －

固定資産処分損 3 354

投資有価証券売却損 － 12,295

事業構造改善費用 6,865 1,022

特別損失合計 11,078 13,672

税金等調整前四半期純損失（△） △47,004 △23,800

法人税等 185 3,404

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △47,190 △27,205

四半期純損失（△） △47,190 △27,205
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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（△） △47,190 △27,205

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △664 △1,994

繰延ヘッジ損益 △256 △178

為替換算調整勘定 4,400 34,295

その他の包括利益合計 3,479 32,122

四半期包括利益 △43,710 4,916

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △43,710 4,916
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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。 

  

Ⅰ  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) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業損失と一致しております。  

  

Ⅱ  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) 

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
(注) セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

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）セグメント情報等

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額合成樹脂成形 

関連事業
物流機器
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 2,815,556 459,796 3,275,352 ─ 3,275,352

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

21,624 10 21,634 △ 21,634 ─

計 2,837,180 459,806 3,296,986 △ 21,634 3,275,352

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

5,202 △ 15,123 △ 9,920 ― △ 9,920

(単位：千円)

報告セグメント

調整額
四半期連結損益
計算書計上額合成樹脂成形 

関連事業
物流機器
関連事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 2,963,692 380,633 3,344,325 ─ 3,344,325

  セグメント間の内部売上高 
  又は振替高

14,942 179 15,121 △ 15,121 ─

計 2,978,634 380,812 3,359,447 △ 15,121 3,344,325

セグメント利益又は
セグメント損失(△)

6,167 △ 6,148 19 ― 19

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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