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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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 ％

23年3月期第3四半期 7,619 △12.6 △185 ― △194 ― △139 ―
22年3月期第3四半期 8,718 △5.2 △5 ― △41 ― △37 ―

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3四半期 △39.90 ―
22年3月期第3四半期 △10.69 ―

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

23年3月期第3四半期 6,631 4,492 67.7 1,284.08
22年3月期 9,717 4,736 48.7 1,353.65

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  4,492百万円 22年3月期  4,736百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年3月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
23年3月期 ― 0.00 ―
23年3月期 

（予想）
30.00 30.00

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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 16,500 3.4 750 4.6 700 3.9 350 4.7 100.04



(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を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 

（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・手続、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） 

※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
基づく四半期報告書のレビュー手続を実施しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に掲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異なる可能性があります。 
 なお、平成23年３月期の通期連結業績見込につきましては、現在精査中でありますので、現時点での連結業績予想については据え置いております。業
績予想を見直す必要が生じた場合には、速やかに開示する予定であります。 

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。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期3Q 3,500,000株 22年3月期  3,500,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  1,631株 22年3月期  652株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 3,498,657株 22年3月期3Q 3,499,348株
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   該当事項はありません。  

  

  （簡便な会計処理）   

   該当事項はありません。 

 （四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

原価差異の繰延処理 

季節的に変動する操業度により発生した原価差異のうち、原価計算期間末までにほぼ解消が見込ま

れるものについては、当該原価差異を流動資産（その他）として繰り延べております。 

  

(資産除去債務に関する会計基準の適用) 

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。 

これにより、営業損失及び経常損失はそれぞれ1,533千円増加し、税金等調整前四半期純損失は、

6,338千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による期首における資産除去債務の変

動額は27,973千円であります。 

(企業結合に関する会計基準等の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12

月26日）、「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）、「「研

究開発費等に係る会計基準」の一部改正」（企業会計基準第23号 平成20年12月26日）、「事業分離

等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成20年12月26日）、「持分法に関する会計基準」

（企業会計基準第16号 平成20年12月26日公表分）及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しております。  

  

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

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 1,131,371 1,350,863

受取手形及び売掛金 1,344,753 5,094,927

商品 547,082 432,161

仕掛品 449,686 81,366

原材料 134,879 78,479

繰延税金資産 289,466 201,704

その他 427,802 125,888

貸倒引当金 △358 △447

流動資産合計 4,324,683 7,364,944

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,462,656 1,438,736

減価償却累計額 △712,763 △686,210

減損損失累計額 △75,809 △77,472

建物及び構築物（純額） 674,082 675,052

機械装置及び運搬具 976,652 966,475

減価償却累計額 △835,511 △777,090

減損損失累計額 △1,051 △1,051

機械装置及び運搬具（純額） 140,088 188,332

工具、器具及び備品 413,921 426,119

減価償却累計額 △260,865 △268,522

減損損失累計額 △28,503 △28,503

工具、器具及び備品（純額） 124,552 129,093

土地 673,403 673,403

建設仮勘定 － 3,998

有形固定資産合計 1,612,126 1,669,880

無形固定資産 92,860 111,474

投資その他の資産

投資有価証券 100,055 94,518

前払年金費用 74,615 55,346

繰延税金資産 99,831 95,944

その他 406,834 405,763

貸倒引当金 △79,209 △80,133

投資その他の資産合計 602,127 571,439

固定資産合計 2,307,114 2,352,793

資産合計 6,631,797 9,717,737
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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)

負債の部

流動負債

買掛金 1,004,691 3,513,268

1年内返済予定の長期借入金 55,000 170,000

1年内支払予定のリース債務 12,443 18,445

未払法人税等 14,808 289,302

賞与引当金 40,967 356,637

短期解約損失引当金 4,772 5,750

その他 818,334 452,865

流動負債合計 1,951,017 4,806,269

固定負債

長期借入金 － 12,500

リース債務 1,224 6,475

資産除去債務 28,349 －

退職給付引当金 10,659 －

その他 148,375 155,610

固定負債合計 188,608 174,586

負債合計 2,139,626 4,980,855

純資産の部

株主資本

資本金 523,018 523,018

資本剰余金 498,705 498,705

利益剰余金 3,457,535 3,703,909

自己株式 △1,080 △468

株主資本合計 4,478,178 4,725,163

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 13,992 11,717

評価・換算差額等合計 13,992 11,717

純資産合計 4,492,171 4,736,881

負債純資産合計 6,631,797 9,717,737
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日
至 平成21年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 8,718,322 7,619,680

売上原価 6,593,106 5,705,401

売上総利益 2,125,216 1,914,279

販売費及び一般管理費 2,130,783 2,099,814

営業損失（△） △5,567 △185,535

営業外収益

受取利息 301 195

受取配当金 837 2,079

販売表彰金収入 2,405 1,159

その他 2,383 2,979

営業外収益合計 5,927 6,413

営業外費用

支払利息 5,829 3,113

支払手数料 3,522 3,571

固定資産除売却損 20,458 3,034

その他 12,156 5,965

営業外費用合計 41,967 15,684

経常損失（△） △41,606 △194,805

特別利益

貸倒引当金戻入額 － 305

負ののれん発生益 － 3,578

役員退職慰労引当金戻入額 872 －

特別利益合計 872 3,883

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 4,804

投資有価証券評価損 － 9,762

特別損失合計 － 14,566

税金等調整前四半期純損失（△） △40,734 △205,488

法人税、住民税及び事業税 5,470 19,845

法人税等調整額 △8,781 △85,764

法人税等合計 △3,310 △65,919

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △139,569

四半期純損失（△） △37,423 △139,569
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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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