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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 

  

(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 808 △15.5 78 245.9 70 488.7 59 ―

23年3月期第1四半期 956 △7.1 22 △41.2 11 △54.7 △4 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 68百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △14百万円 （―％）

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 6.06 ―

23年3月期第1四半期 △0.42 ―

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

24年3月期第1四半期 2,276 580 24.8 57.55
23年3月期 2,245 512 22.2 50.79

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  564百万円 23年3月期  498百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

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） 
（％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）

（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) 1,552 △19.2 100 79.0 80 122.1 60 637.1 6.11
通期 3,115 △15.9 230 38.7 167 32.4 125 116.5 12.78



(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 

(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ます。なお、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は終了しておりません。 

※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。 

4.  その他

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   ：  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 10,458,000 株 23年3月期 10,458,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 641,300 株 23年3月期 641,300 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 9,816,700 株 23年3月期1Q 9,816,700 株
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１．サマリー情報（その他）に関する事項 
該当事項はありません。 
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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）

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 307,464 382,323

受取手形及び売掛金 352,085 342,236

商品 175,273 160,398

販売用不動産 193,208 193,208

貯蔵品 2,569 2,562

その他 115,811 93,719

貸倒引当金 △32,399 △14,043

流動資産合計 1,114,012 1,160,406

固定資産   

有形固定資産   

建物 672,391 673,657

減価償却累計額 △127,540 △132,952

建物（純額） 544,850 540,705

車両運搬具 13,699 13,699

減価償却累計額 △12,633 △12,729

車両運搬具（純額） 1,066 969

工具、器具及び備品 49,420 49,400

減価償却累計額 △33,559 △33,931

減損損失累計額 △9,190 △9,190

工具、器具及び備品（純額） 6,670 6,278

機械及び装置 245,944 224,177

減価償却累計額 △171,493 △161,766

減損損失累計額 △12,477 △12,477

機械及び装置（純額） 61,974 49,934

土地 244,671 244,671

その他 10,617 10,617

減価償却累計額 △3,066 △3,560

その他（純額） 7,550 7,056

有形固定資産合計 866,784 849,615

無形固定資産 11,117 9,210

投資その他の資産   

投資有価証券 122,907 129,240

長期貸付金 194,109 193,689

その他 78,413 76,280

貸倒引当金 △142,208 △141,458

投資その他の資産合計 253,221 257,751

固定資産合計 1,131,123 1,116,577

資産合計 2,245,136 2,276,984
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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 292,369 282,982

短期借入金 723,213 717,140

1年内返済予定の長期借入金 3,828 3,828

未払金 134,531 112,075

返品調整引当金 3,399 3,997

ポイント引当金 16,807 16,201

リース解約損失引当金 5,806 5,806

その他 85,362 89,988

流動負債合計 1,265,318 1,232,020

固定負債   

長期借入金 439,634 436,939

その他 28,180 27,425

固定負債合計 467,814 464,365

負債合計 1,733,133 1,696,385

純資産の部   

株主資本   

資本金 534,204 534,204

資本剰余金 527,440 527,440

利益剰余金 △300,713 △241,212

自己株式 △221,232 △221,232

株主資本合計 539,698 599,199

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △41,092 △34,241

その他の包括利益累計額合計 △41,092 △34,241

少数株主持分 13,396 15,640

純資産合計 512,003 580,598

負債純資産合計 2,245,136 2,276,984
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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 956,966 808,317

売上原価 475,580 383,374

売上総利益 481,385 424,942

販売費及び一般管理費 458,812 346,853

営業利益 22,573 78,089

営業外収益   

受取利息 37 23

業務受託手数料 1,920 1,365

助成金収入 － 1,600

その他 847 1,885

営業外収益合計 2,804 4,874

営業外費用   

支払利息 13,093 11,951

その他 313 542

営業外費用合計 13,407 12,493

経常利益 11,970 70,470

特別損失   

固定資産除却損 7,721 3,575

リース解約損失引当金繰入額 950 －

その他 909 －

特別損失合計 9,582 3,575

税金等調整前四半期純利益 2,388 66,894

法人税、住民税及び事業税 3,004 5,149

法人税等合計 3,004 5,149

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△615 61,744

少数株主利益 3,512 2,243

四半期純利益又は四半期純損失（△） △4,128 59,500
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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 △615 61,744

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △13,693 6,851

その他の包括利益合計 △13,693 6,851

四半期包括利益 △14,309 68,595

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △17,821 66,351

少数株主に係る四半期包括利益 3,512 2,243
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（３）継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 

 
（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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