
 

 

                          

平成 27 年３月 16 日 

各   位 

会 社 名 江守グループホールディングス株式会社 
代表者名 代表取締役社長 江守 清隆 
 （コード：9963、東証第一部） 
問合せ先 常務取締役グループ管理部門担当  揚原 安麿 
 （TEL 0776-36-9963） 

 
（訂正）「平成 24 年３月期第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」 

の一部訂正について 

 

当社は、平成 23 年７月 28 日に開示いたしました「平成 24 年３月期 第１四半期決算短

信〔日本基準〕（連結）」の一部を訂正しましたので、お知らせいたします。 

 

１． 訂正内容と理由 

訂正内容と理由につきましては、平成 27 年３月 16 日付「『平成 27 年３月期第３ 四

半期報告書の提出』および『過年度有価証券報告書等ならびに内部統制報告書の訂正

報告書の提出に関するお知らせ』」にて開示しておりますのでご参照ください。 

 

２． 訂正箇所 

訂正箇所が多数に及ぶため、訂正前および訂正後の全文をそれぞれ添付し、訂正の

箇所には下線を付して表示しております。 

 

以 上 



【訂正後】 

  

１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年６月30日）  

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

   

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）  

  

  

平成24年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成23年7月28日

上場会社名 江守グループホールディングス株式会社 上場取引所  東

コード番号 9963 URL  http://www.emori.co.jp/ 

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）江守 清隆 

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役グループ管理部門担当 （氏名）揚原 安麿  TEL  0776-36-9963 

四半期報告書提出予定日 平成23年８月11日     

配当支払開始予定日 ―       

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無     

四半期決算説明会開催の有無      ： 無     

  (百万円未満切捨て)

（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 ％

24年３月期第１四半期  28,134  50.1  699 61.3  638  42.2  385  41.8

23年３月期第１四半期  18,743  43.2  433 25.8  448  30.2  271  44.4

（注）包括利益 24年３月期第１四半期 426百万円 （△10.0％）  23年３月期第１四半期 473百万円 （―％） 

  
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 

24年３月期第１四半期  36.74 ― 

23年３月期第１四半期  25.91 ― 

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年３月期第１四半期  47,296  10,038  20.3

23年３月期  46,005  9,840  20.5

（参考）自己資本 24年３月期第１四半期 9,606百万円   23年３月期 9,411百万円 

  
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

23年３月期 ― 12.00 ―  20.00 32.00

24年３月期 ―   

24年３月期（予想）   14.00 ―  18.00 32.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

  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）  52,000  21.1 1,030 △11.3 950 △16.2  590  △12.9  56.23

通期  105,000  10.6 2,600 6.1 2,500 6.9  1,450  6.1  138.20

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



４．その他 

新規  １社  （社名）EAH（上海）国際貿易有限公司      、 除外 ―社  （社名）  

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（その他）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、添付資料Ｐ．３「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。  

   

（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）： 有

（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

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） 24年３月期１Ｑ 10,500,000株 23年３月期 10,500,000株

②  期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 8,084株 23年３月期 8,084株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 10,491,916株 23年３月期１Ｑ 10,491,916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、東日本大震災がもたらした供給網の混乱や電力不足などが、

製造業を中心に企業の生産活動水準を大幅に低下させました。６月に入り、企業の生産体制が回復基調となるなど

明るい兆しが見られたものの、資源価格の高騰や世界経済の減速、夏場の電力不足等、懸念材料は数多く、景気の

先行きに対する慎重さは依然、残ったまま推移いたしました。 

このような状況の中、当社の主要な報告セグメントである「ケミカル」セグメントでは、経済成長の続く中国市

場での販売が好調に推移し、大きく連結業績をけん引いたしました。また、国内市場については震災の影響で工業

化学品及び電子部品の一部において品不足が発生しましたが、電気機器関連顧客を中心に予定通りに推移し、増収

増益となりました。「情報機器」及び「機械設備」セグメントでは、国内設備投資に対する慎重姿勢が続いてお

り、減収減益となりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は281億３千４百万円（前年同四半期比50.1％増）、営業利益

は６億９千９百万円（同61.3％増）、経常利益は６億３千８百万円（同42.2％増）、四半期純利益は３億８千５百

万円（同41.8％増）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①ケミカル 

当第１四半期連結累計期間の売上高は268億６千５百万円（同55.6％増）、セグメント利益（営業利益）は８億７

千１百万円（同70.9％増）となりました。国内市場では、震災の影響から生産活動が大幅に低下し、自動車関連

の取り扱い商品については取引額が減少したものの、スマートフォンやタブレットＰＣなど多機能携帯端末に組

み込まれる電子部品・材料等は堅調に推移いたしました。また、中国市場では内需向け資源関連取引が引き続き

大きく伸張し、当セグメントの売上増の約９割が中国に起因しております。このような中国における旺盛な顧客

ニーズの拡大・多様化への一層の対応強化を図るため、６月にEAH（上海）国際貿易有限公司を設立いたしまし

た。 

②情報機器 

当第１四半期連結累計期間の売上高は８億３千６百万円（同0.5％減）、セグメント利益（営業利益）は５千８百

万円（同44.6％減）となりました。当社独自開発の物流システム販売は堅調に推移いたしましたが、企業の情報

化投資の抑制傾向が継続しており、低調な滑り出しとなりました。一方、今般の震災を契機としてBCP対応ソフト

や停電対策、システム多重化などの引き合いが増加してきました。 

③機械設備 

当第１四半期連結累計期間の売上高は１億６千５百万円（同48.2％減）、セグメント損失（営業損失）は１百万

円未満（前年同四半期はセグメント損失１千４百万円）となりました。福井地区での顧客の設備投資は依然とし

て低迷しており、震災の影響で資材不足によるコストの上昇や計画の見直しもあり、営業損失となりました。 

④その他 

当第１四半期連結累計期間の売上高は２億６千７百万円（同16.1％減）、セグメント損失（営業損失）は６百万

円（前年同四半期はセグメント利益１百万円）となりました。移動体通信機器・ダストコントロール商品のリー

スや保険サービスでは、福井地区における企業の倹約志向・個人消費の低迷により厳しい状況が続き、営業損失

となりました。 

（2）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ12億９千１百万円増加し、472億９千６

百万円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金の増加などにより13億２千６百万円増加しました。固定

資産は、有形及び無形固定資産が１億６千６百万円増加したものの、投資有価証券の評価替えなどにより３千５

百万円減少しました。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ10億９千４百万円増加し、372億５千８百

万円となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金の減少などにより６億７千５百万円減少しました。固定負

債は、長期借入金の増加により17億７千万円増加しました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ１億９千７百万円増加し、100億３千８

百万円となりました。利益剰余金が１億７千５百万円、為替換算調整勘定が１億４千４百万円それぞれ増加し、

その他有価証券評価差額金が１億２千７百万円減少しました。自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.2ポイ

ント減少し20.3％となりました。 

（3）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成23年５月16日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通

期の連結業績予想に変更はありません。  

当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

当第１四半期連結累計期間において、新たにEAH（上海）国際貿易有限公司を設立したため、連結の範囲に含め

ております。  

２．サマリー情報（その他）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23年３月31日） 
当第１四半期連結会計期間 
（平成23年６月30日） 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 5,383,323 5,748,314

    受取手形及び売掛金 24,834,143 27,316,690

    たな卸資産 4,270,935 4,469,517

    繰延税金資産 216,505 141,279

    その他 2,949,267 1,308,257

    貸倒引当金 △18,251 △21,641

    流動資産合計 37,635,923 38,962,418

  固定資産     

    有形固定資産 4,325,540 4,454,518

    無形固定資産     

      のれん 108,695 101,899

      その他 226,627 270,847

      無形固定資産合計 335,322 372,747

    投資その他の資産     

      投資有価証券 3,415,071 3,206,348

      繰延税金資産 61,335 61,219

      その他 301,952 307,090

      貸倒引当金 △69,665 △67,510

      投資その他の資産合計 3,708,694 3,507,147

    固定資産合計 8,369,557 8,334,413

  資産合計 46,005,481 47,296,831
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（単位：千円）

      
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当第１四半期連結会計期間 
（平成23年６月30日） 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 12,753,103 11,989,795

    短期借入金 13,384,172 13,113,311

    １年内返済予定の長期借入金 688,600 778,600

    未払法人税等 402,820 165,759

    賞与引当金 334,829 202,099

    その他 816,969 1,454,953

    流動負債合計 28,380,495 27,704,519

  固定負債     

    長期借入金 6,827,400 8,663,600

    繰延税金負債 714,240 649,974

    再評価に係る繰延税金負債 78,437 78,437

    退職給付引当金 25,781 27,460

    役員退職慰労引当金 117,122 117,122

    負ののれん 4,391 3,842

    その他 16,693 13,850

    固定負債合計 7,784,066 9,554,287

  負債合計 36,164,562 37,258,807

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 799,320 799,320

    資本剰余金 1,023,620 1,023,620

    利益剰余金 7,091,352 7,267,000

    自己株式 △1,737 △1,737

    株主資本合計 8,912,555 9,088,203

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 1,045,162 917,217

    繰延ヘッジ損益 △2,015 △31

    土地再評価差額金 115,714 115,714

    為替換算調整勘定 △659,669 △514,869

    その他の包括利益累計額合計 499,192 518,030

  少数株主持分 429,170 431,789

  純資産合計 9,840,918 10,038,024

負債純資産合計 46,005,481 47,296,831
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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22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

当第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） 

売上高 18,743,006 28,134,919

売上原価 17,194,488 26,186,890

売上総利益 1,548,518 1,948,029

販売費及び一般管理費 1,114,797 1,248,350

営業利益 433,721 699,679

営業外収益     

  受取利息 1,026 2,450

  受取配当金 40,817 31,881

  持分法による投資利益 3,212 2,263

  その他 30,141 25,229

  営業外収益合計 75,197 61,825

営業外費用     

  支払利息 35,378 115,287

  その他 24,712 8,097

  営業外費用合計 60,090 123,384

経常利益 448,828 638,120

特別利益     

  固定資産売却益 790 2,164

  特別利益合計 790 2,164

特別損失     

  固定資産処分損 10 979

  特別損失合計 10 979

税金等調整前四半期純利益 449,607 639,304

法人税、住民税及び事業税 93,744 141,448

法人税等調整額 70,353 97,818

法人税等合計 164,097 239,267

少数株主損益調整前四半期純利益 285,510 400,037

少数株主利益 13,622 14,551

四半期純利益 271,888 385,486
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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22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

当第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） 

少数株主損益調整前四半期純利益 285,510 400,037

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 △88,638 △127,945

  繰延ヘッジ損益 △1,929 1,983

  為替換算調整勘定 275,812 150,889

  持分法適用会社に対する持分相当額 3,135 1,534

  その他の包括利益合計 188,380 26,463

四半期包括利益 473,891 426,500

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 444,828 404,324

  少数株主に係る四半期包括利益 29,063 22,176
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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22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

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）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、移動体通信機器事業、ダストコントロール商品の販売及

びリース事業、保険サービス事業、配送及び倉庫事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△168,778千円には、セグメント間取引消去17,767千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用

△186,546千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

Ⅱ 当第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） 

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）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、移動体通信機器事業、ダストコントロール商品の販売及

びリース事業、保険サービス事業、配送及び倉庫事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用

千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

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

  （単位：千円）

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 

（注）３ 
ケミカル 情報機器 機械設備 計 

売上高    

外部顧客への 

売上高 
 17,264,380  840,990  319,075  18,424,446  318,560  18,743,006 －  18,743,006

セグメント間の

内部売上高 
又は振替高 

 3,667  7,127  6,822  17,618  46,950  64,568  △64,568 － 

計  17,268,048  848,118  325,897  18,442,064  365,510  18,807,575  △64,568  18,743,006

セグメント利益 

又は損失（△) 
 509,840  105,685  △14,344  601,181  1,317  602,499  △168,778  433,721

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）３ 

ケミカル 情報機器 機械設備 計 

売上高    

外部顧客への 

売上高 
 26,865,381  836,737  165,424  27,867,543  267,376  28,134,919 －  28,134,919

セグメント間の

内部売上高 
又は振替高 

 3,917  10,170  32,683  46,770  52,682  99,453  △99,453 － 

計  26,869,298  846,907  198,107  27,914,314  320,059  28,234,373  △99,453  28,134,919

セグメント利益 

又は損失（△) 
 871,116  58,516  △865  928,767  △6,015  922,752  △223,072  699,679

△223,072 18,430

△241,503

（5）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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【訂正前】 

  

１．平成24年３月期第１四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年６月30日）  

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

   

３．平成24年３月期の連結業績予想（平成23年４月１日～平成24年３月31日）  

  

  

平成24年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成23年7月28日

上場会社名 江守グループホールディングス株式会社 上場取引所  東

コード番号 9963 URL  http://www.emori.co.jp/ 

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）江守 清隆 

問合せ先責任者 （役職名） 常務取締役グループ管理部門担当 （氏名）揚原 安麿  TEL  0776-36-9963 

四半期報告書提出予定日 平成23年８月11日     

配当支払開始予定日 ―       

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無     

四半期決算説明会開催の有無      ： 無     

  (百万円未満切捨て)

（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 ％

24年３月期第１四半期  28,272  50.3  699 61.3  638  42.2  385  41.8

23年３月期第１四半期  18,805  43.4  433 25.8  448  30.2  271  44.4

（注）包括利益 24年３月期第１四半期 426百万円 （△10.0％）  23年３月期第１四半期 473百万円 （―％） 

  
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 

24年３月期第１四半期  36.74 ― 

23年３月期第１四半期  25.91 ― 

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

24年３月期第１四半期  47,296  10,038  20.3

23年３月期  46,005  9,840  20.5

（参考）自己資本 24年３月期第１四半期 9,606百万円   23年３月期 9,411百万円 

  
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

23年３月期 ― 12.00 ―  20.00 32.00

24年３月期 ―   

24年３月期（予想）   14.00 ―  18.00 32.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

  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）  52,000  20.6 1,030 △11.3 950 △16.2  590  △12.9  56.23

通期  105,000  10.1 2,600 6.1 2,500 6.9  1,450  6.1  138.20

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



４．その他 

新規  １社  （社名）EAH（上海）国際貿易有限公司      、 除外 ―社  （社名）  

（注）詳細は、添付資料Ｐ．３「２．サマリー情報（その他）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、添付資料Ｐ．３「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。  

  

（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）： 有

（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

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） 24年３月期１Ｑ 10,500,000株 23年３月期 10,500,000株

②  期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 8,084株 23年３月期 8,084株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 10,491,916株 23年３月期１Ｑ 10,491,916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、東日本大震災がもたらした供給網の混乱や電力不足などが、

製造業を中心に企業の生産活動水準を大幅に低下させました。６月に入り、企業の生産体制が回復基調となるなど

明るい兆しが見られたものの、資源価格の高騰や世界経済の減速、夏場の電力不足等、懸念材料は数多く、景気の

先行きに対する慎重さは依然、残ったまま推移いたしました。 

このような状況の中、当社の主要な報告セグメントである「ケミカル」セグメントでは、経済成長の続く中国市

場での販売が好調に推移し、大きく連結業績をけん引いたしました。また、国内市場については震災の影響で工業

化学品及び電子部品の一部において品不足が発生しましたが、電気機器関連顧客を中心に予定通りに推移し、増収

増益となりました。「情報機器」及び「機械設備」セグメントでは、国内設備投資に対する慎重姿勢が続いてお

り、減収減益となりました。 

これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は282億７千２百万円（前年同四半期比50.3％増）、営業利益

は６億９千９百万円（同61.3％増）、経常利益は６億３千８百万円（同42.2％増）、四半期純利益は３億８千５百

万円（同41.8％増）となりました。 

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

①ケミカル 

当第１四半期連結累計期間の売上高は270億３百万円（同55.8％増）、セグメント利益（営業利益）は８億７千１

百万円（同70.9％増）となりました。国内市場では、震災の影響から生産活動が大幅に低下し、自動車関連の取

り扱い商品については取引額が減少したものの、スマートフォンやタブレットＰＣなど多機能携帯端末に組み込

まれる電子部品・材料等は堅調に推移いたしました。また、中国市場では内需向け資源関連取引が引き続き大き

く伸張し、当セグメントの売上増の約９割が中国に起因しております。このような中国における旺盛な顧客ニー

ズの拡大・多様化への一層の対応強化を図るため、６月にEAH（上海）国際貿易有限公司を設立いたしました。 

②情報機器 

当第１四半期連結累計期間の売上高は８億３千６百万円（同0.5％減）、セグメント利益（営業利益）は５千８百

万円（同44.6％減）となりました。当社独自開発の物流システム販売は堅調に推移いたしましたが、企業の情報

化投資の抑制傾向が継続しており、低調な滑り出しとなりました。一方、今般の震災を契機としてBCP対応ソフト

や停電対策、システム多重化などの引き合いが増加してきました。 

③機械設備 

当第１四半期連結累計期間の売上高は１億６千５百万円（同48.2％減）、セグメント損失（営業損失）は１百万

円未満（前年同四半期はセグメント損失１千４百万円）となりました。福井地区での顧客の設備投資は依然とし

て低迷しており、震災の影響で資材不足によるコストの上昇や計画の見直しもあり、営業損失となりました。 

④その他 

当第１四半期連結累計期間の売上高は２億６千７百万円（同16.1％減）、セグメント損失（営業損失）は６百万

円（前年同四半期はセグメント利益１百万円）となりました。移動体通信機器・ダストコントロール商品のリー

スや保険サービスでは、福井地区における企業の倹約志向・個人消費の低迷により厳しい状況が続き、営業損失

となりました。 

（2）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ12億９千１百万円増加し、472億９千６

百万円となりました。流動資産は、受取手形及び売掛金の増加などにより13億２千６百万円増加しました。固定

資産は、有形及び無形固定資産が１億６千６百万円増加したものの、投資有価証券の評価替えなどにより３千５

百万円減少しました。 

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ10億９千４百万円増加し、372億５千８百

万円となりました。流動負債は、支払手形及び買掛金の減少などにより６億７千５百万円減少しました。固定負

債は、長期借入金の増加により17億７千万円増加しました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ１億９千７百万円増加し、100億３千８

百万円となりました。利益剰余金が１億７千５百万円、為替換算調整勘定が１億４千４百万円それぞれ増加し、

その他有価証券評価差額金が１億２千７百万円減少しました。自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ0.2ポイ

ント減少し20.3％となりました。 

（3）連結業績予想に関する定性的情報 

連結業績予想につきましては、平成23年５月16日の決算短信で公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通

期の連結業績予想に変更はありません。 

当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

当第１四半期連結累計期間において、新たにEAH（上海）国際貿易有限公司を設立したため、連結の範囲に含め

ております。 

２．サマリー情報（その他）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23年３月31日） 
当第１四半期連結会計期間 
（平成23年６月30日） 

資産の部     

  流動資産     

    現金及び預金 5,383,323 5,748,314

    受取手形及び売掛金 24,834,143 27,316,690

    たな卸資産 4,270,935 4,469,517

    繰延税金資産 216,505 141,279

    その他 2,949,267 1,308,257

    貸倒引当金 △18,251 △21,641

    流動資産合計 37,635,923 38,962,418

  固定資産     

    有形固定資産 4,325,540 4,454,518

    無形固定資産     

      のれん 108,695 101,899

      その他 226,627 270,847

      無形固定資産合計 335,322 372,747

    投資その他の資産     

      投資有価証券 3,415,071 3,206,348

      繰延税金資産 61,335 61,219

      その他 301,952 307,090

      貸倒引当金 △69,665 △67,510

      投資その他の資産合計 3,708,694 3,507,147

    固定資産合計 8,369,557 8,334,413

  資産合計 46,005,481 47,296,831
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（単位：千円）

      
前連結会計年度 

（平成23年３月31日） 
当第１四半期連結会計期間 
（平成23年６月30日） 

負債の部     

  流動負債     

    支払手形及び買掛金 12,753,103 11,989,795

    短期借入金 13,384,172 13,113,311

    １年内返済予定の長期借入金 688,600 778,600

    未払法人税等 402,820 165,759

    賞与引当金 334,829 202,099

    その他 816,969 1,454,953

    流動負債合計 28,380,495 27,704,519

  固定負債     

    長期借入金 6,827,400 8,663,600

    繰延税金負債 714,240 649,974

    再評価に係る繰延税金負債 78,437 78,437

    退職給付引当金 25,781 27,460

    役員退職慰労引当金 117,122 117,122

    負ののれん 4,391 3,842

    その他 16,693 13,850

    固定負債合計 7,784,066 9,554,287

  負債合計 36,164,562 37,258,807

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 799,320 799,320

    資本剰余金 1,023,620 1,023,620

    利益剰余金 7,091,352 7,267,000

    自己株式 △1,737 △1,737

    株主資本合計 8,912,555 9,088,203

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 1,045,162 917,217

    繰延ヘッジ損益 △2,015 △31

    土地再評価差額金 115,714 115,714

    為替換算調整勘定 △659,669 △514,869

    その他の包括利益累計額合計 499,192 518,030

  少数株主持分 429,170 431,789

  純資産合計 9,840,918 10,038,024

負債純資産合計 46,005,481 47,296,831
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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22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

当第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） 

売上高 18,805,947 28,272,715

売上原価 17,257,429 26,324,686

売上総利益 1,548,518 1,948,029

販売費及び一般管理費 1,114,797 1,248,350

営業利益 433,721 699,679

営業外収益     

  受取利息 1,026 2,450

  受取配当金 40,817 31,881

  持分法による投資利益 3,212 2,263

  その他 30,141 25,229

  営業外収益合計 75,197 61,825

営業外費用     

  支払利息 35,378 115,287

  その他 24,712 8,097

  営業外費用合計 60,090 123,384

経常利益 448,828 638,120

特別利益     

  固定資産売却益 790 2,164

  特別利益合計 790 2,164

特別損失     

  固定資産処分損 10 979

  特別損失合計 10 979

税金等調整前四半期純利益 449,607 639,304

法人税、住民税及び事業税 93,744 141,448

法人税等調整額 70,353 97,818

法人税等合計 164,097 239,267

少数株主損益調整前四半期純利益 285,510 400,037

少数株主利益 13,622 14,551

四半期純利益 271,888 385,486
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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22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

当第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） 

少数株主損益調整前四半期純利益 285,510 400,037

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 △88,638 △127,945

  繰延ヘッジ損益 △1,929 1,983

  為替換算調整勘定 275,812 150,889

  持分法適用会社に対する持分相当額 3,135 1,534

  その他の包括利益合計 188,380 26,463

四半期包括利益 473,891 426,500

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 444,828 404,324

  少数株主に係る四半期包括利益 29,063 22,176
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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22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

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）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、移動体通信機器事業、ダストコントロール商品の販売及

びリース事業、保険サービス事業、配送及び倉庫事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額△168,778千円には、セグメント間取引消去17,767千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用

△186,546千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

Ⅱ 当第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） 

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）１．「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、移動体通信機器事業、ダストコントロール商品の販売及

びリース事業、保険サービス事業、配送及び倉庫事業等を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円及び各報告セグメントに配分していない全社費用

千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

３．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

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

  （単位：千円）

  

報告セグメント

その他

（注）１ 
合計

調整額 
（注）２ 

四半期連結

損益計算書 
計上額 

（注）３ 
ケミカル 情報機器 機械設備 計 

売上高    

外部顧客への 

売上高 
 17,327,321  840,990  319,075  18,487,387  318,560  18,805,947 －  18,805,947

セグメント間の

内部売上高 
又は振替高 

 3,667  7,127  6,822  17,618  46,950  64,568  △64,568 － 

計  17,330,989  848,118  325,897  18,505,005  365,510  18,870,515  △64,568  18,805,947

セグメント利益 

又は損失（△) 
 509,840  105,685  △14,344  601,181  1,317  602,499  △168,778  433,721

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
その他

（注）１ 
合計 

調整額 
（注）２ 

四半期連結 
損益計算書 

計上額 
（注）３ 

ケミカル 情報機器 機械設備 計 

売上高    

外部顧客への 

売上高 
 27,003,177  836,737  165,424  28,005,339  267,376  28,272,715 －  28,272,715

セグメント間の

内部売上高 
又は振替高 

 3,917  10,170  32,683  46,770  52,682  99,453  △99,453 － 

計  27,007,094  846,907  198,107  28,052,110  320,059  28,372,169  △99,453  28,272,715

セグメント利益 

又は損失（△) 
 871,116  58,516  △865  928,767  △6,015  922,752  △223,072  699,679

△223,072 18,430

△241,503

（5）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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