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(注) １ 当四半期における配当予想の修正有無 ： 無 

２ 平成23年３月期の配当予想につきましては、未定であります。 

  

 

 
(注) 当四半期における業績予想の修正有無 ： 無 
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(百万円未満切捨て)

1. 平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22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 ％

23年３月期第１四半期 3,710 24.2 51 ― 41 ― 12 ―

22年３月期第１四半期 2,987 △28.4 △300 ― △284 ― △235 ―

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

23年３月期第１四半期 2 50 ―

22年３月期第１四半期 △45 93 ―

 (2) 連結財政状態

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

23年３月期第１四半期 22,382 14,099 55.6 2,424 54

22年３月期 22,040 14,271 57.3 2,461 36

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 12,438百万円 22年３月期 12,627百万円

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

22年３月期 － － － 30 00 30 00

23年３月期 －

23年３月期(予想) － － － －

3. 平成23年３月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日）
(％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) 8,318 21.2 123 － 107 － 60 － 11 85

通期 17,425 11.1 626 125.9 596 99.8 362 90.2 70 63



 

 
(注) 「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に

係る会計処理の原則・手順、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

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。 

  

本資料に記載されている業績予想は、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。 

  

4. その他（詳細は【添付資料】P.２ 「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

 (注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更に伴う特定子会社の異動の有無となります。

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

 (注) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 5,595,000株 22年３月期 5,595,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 464,831株 22年３月期 464,831株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 5,130,169株 22年３月期１Ｑ 5,132,936株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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該当事項はありません。 

  

定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算

定する方法によっております。 

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成

20年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日)を適用しております。  

 これによる損益に与える影響及び当会計基準の適用開始による資産除去債務の変動額は軽微であり

ます。 

当第１四半期連結会計期間より、その他有価証券の評価方法については、従来、総平均法によって

おりましたが、移動平均法に変更しております。  

 この変更は、有価証券売却による売却損益の把握をより迅速かつ適時に行うことを目的としたもの

であります。  

 これによる損益に与える影響はありません。 

(四半期連結損益計算書関係) 

「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく「財務諸表

等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」(平成21年３月24日 内閣

府令第５号)の適用により、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」

の科目で表示しております。 

  

前第１四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「受取保険金」(当第１四半期連結

累計期間4,364千円)は、営業外収益の100分の20以下になったため、営業外収益の「その他」に含め

て表示しております。 

  

該当事項はありません。 

1. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

① 簡便な会計処理

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

① 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

② 有価証券の評価基準及び評価方法の変更

③ 表示方法の変更

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等
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2. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,036,693 3,494,627

受取手形及び売掛金 5,220,871 5,715,337

商品及び製品 1,160,584 1,032,188

仕掛品 1,239,289 1,145,433

原材料及び貯蔵品 1,130,465 1,054,392

その他 409,709 394,839

貸倒引当金 △17,538 △18,854

流動資産合計 13,180,075 12,817,964

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,874,774 2,915,903

土地 3,300,421 3,300,421

その他（純額） 1,528,671 1,490,578

有形固定資産合計 7,703,867 7,706,904

無形固定資産 88,771 94,147

投資その他の資産

その他 1,447,259 1,457,955

貸倒引当金 △37,041 △36,284

投資その他の資産合計 1,410,217 1,421,671

固定資産合計 9,202,856 9,222,722

資産合計 22,382,931 22,040,686

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,071,510 2,253,249

短期借入金 3,372,372 2,618,340

未払法人税等 15,977 209,219

賞与引当金 152,547 376,796

役員退職慰労引当金 － 251,630

その他 629,811 402,567

流動負債合計 6,242,218 6,111,802

固定負債

長期借入金 1,342,611 1,076,359

退職給付引当金 204,090 162,801

役員退職慰労引当金 69,308 64,729

資産除去債務 3,700 －

負ののれん 3,587 3,867

その他 417,838 350,065

固定負債合計 2,041,136 1,657,823

負債合計 8,283,355 7,769,626
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,207,795 1,207,795

資本剰余金 1,819,711 1,819,711

利益剰余金 10,417,326 10,558,431

自己株式 △508,890 △508,890

株主資本合計 12,935,943 13,077,048

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △78,334 △32,969

繰延ヘッジ損益 △90,822 △51,621

土地再評価差額金 △346,316 △346,316

為替換算調整勘定 17,828 △18,943

評価・換算差額等合計 △497,645 △449,851

少数株主持分 1,661,279 1,643,863

純資産合計 14,099,576 14,271,060

負債純資産合計 22,382,931 22,040,686
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(2) 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21年４月１日
至 平成21年６月30日)

当第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)

売上高 2,987,275 3,710,648

売上原価 2,108,918 2,491,079

売上総利益 878,357 1,219,568

販売費及び一般管理費

給料及び手当 353,042 349,276

賞与引当金繰入額 75,024 76,803

退職給付引当金繰入額 44,589 41,458

役員退職慰労引当金繰入額 4,854 5,278

その他 700,876 694,973

販売費及び一般管理費合計 1,178,387 1,167,790

営業利益又は営業損失（△） △300,029 51,777

営業外収益

受取利息 2,046 828

受取配当金 3,066 7,320

為替差益 24,179 －

負ののれん償却額 280 280

受取保険金 22,537 －

株式割当益 － 8,722

持分法による投資利益 2,198 4,382

その他 6,617 12,119

営業外収益合計 60,927 33,654

営業外費用

支払利息 15,136 12,253

為替差損 － 23,241

為替予約評価損 28,309 1,210

その他 1,618 7,418

営業外費用合計 45,064 44,123

経常利益又は経常損失（△） △284,166 41,308

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,436 565

投資有価証券売却益 － 18,658

特別利益合計 1,436 19,223

特別損失

固定資産除却損 608 256

投資有価証券評価損 79,513 30,306

割増退職金 3,142 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 5,043

特別損失合計 83,264 35,606

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△365,994 24,925

法人税、住民税及び事業税 6,156 3,797

法人税等調整額 △93,663 △17,356

法人税等合計 △87,507 △13,558

少数株主損益調整前四半期純利益 － 38,484

少数株主利益又は少数株主損失（△） △42,730 25,684

四半期純利益又は四半期純損失（△） △235,757 12,800
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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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