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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9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 ％

23年3月期第2四半期 4,760 6.4 147 ― 108 642.1 43 ―
22年3月期第2四半期 4,475 △23.8 △30 △110.4 14 △95.5 △3 △102.0

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2四半期 9.07 ―
22年3月期第2四半期 △0.73 ―

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2四半期 12,775 9,089 71.1 1,916.91
22年3月期 12,976 9,175 70.7 1,934.35

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  9,089百万円 22年3月期  9,175百万円

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 ― 15.00 15.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 18.00 18.00

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 10,100 6.3 440 139.6 510 79.0 268 61.2 56.51



(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
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他」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2Q 5,000,000株 22年3月期  5,000,000株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  258,400株 22年3月期  256,553株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 4,742,523株 22年3月期2Q 4,743,608株
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当第２四半期連結累計期間における日本経済は、世界経済の改善を背景に輸出や生産が持ち直してき

ており、景気は緩やかに回復しつつあります。しかしながら改善の動きは弱まってきており、海外景気

の減速懸念や円高、デフレ等の影響もあり先行きの不透明感は拭えない状況にあります。                      

 このような状況のもと、当社グループとしましては、今後の如何なる環境変化にも対応して、持続的

発展を遂げられるよう、全力を使って付加価値を創出し、社会に貢献するとの事業運営の基本方針を掲

げ、全社一丸となって実践に当たってまいりました。  

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間における業績につきましては、売上高は47億60百万円（前

年同四半期比106.4％）、営業利益は１億47百万円（前年同四半期は営業損失30百万円）、経常利益は

１億８百万円（前年同四半期比742.1％）となりました。  

 なお、第２四半期純利益につきましては、43百万円（前年同四半期は第２四半期純損失３百万円）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。 

環境・エネルギー資材 

 世界規模で重要性が高まる環境・エネルギー分野において、ユーザーとの連携強化および新規製

品の投入による売上増加に積極的に取り組みました。その結果、環境・エネルギー資材事業では、

売上高は10億84百万円、セグメント利益は１億66百万円となりました。  

工業資材 

 OA機器用、各種産業用資材ともに市況は回復傾向にあり、売上増加に積極的に取り組みました。

その結果、工業資材事業では、売上高は18億89百万円、セグメント利益は３億２百万円となりまし

た。  

 建装・自動車資材 

 各種カーペットについては設備投資・各種展示会ともに抑制傾向が続いており売上は伸びなやみ

ました。一方、自動車資材については、国内向けの販売が好調に推移する中、新製品の投入による

売上増加に積極的に取り組みました。その結果、建装・自動車資材事業では、売上高は14億71百万

円、セグメント利益は１億46百万円となりました。 

  

(1)資産・負債・純資産に関する分析 

当第２四半期連結累計期間末における財政状態につきましては、総資産が127億75百万円と前連結会

計年度末に比べて２億１百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金は３億66百万円増加し

ましたが、その他投資が４億91百万円、関係会社出資金が68百万円、受取手形及び売掛金が33百万円そ

れぞれ減少したことによるものであります。  

 負債の部は、36億86百万円となり、前連結会計年度末に比べて１億15百万円減少となりました。 

これは主に、退職給付引当金が57百万円、未払消費税等が49百万円それぞれ減少したことによるもので

あります。  

  純資産の部は、90億89百万円となり、前連結会計年度末に比べて86百万円減少となりました。これは

主に、配当金の支払い等により利益剰余金が44百万円、その他有価証券評価差額金が33百万円それぞれ

減少したことによるものであります。  

1. 当四半期の連結業績等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
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(2)キャッシュ・フローに関する分析 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下資金）は、28億７百万円と前連結会計

年度末と比べ１億33百万円減少しました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間において営業活動の結果得られた資金は、１億61百万円となりました。こ

れは主に、減価償却費１億98百万円、税金等調整前四半期純利益１億14百万円等の増加と、退職給付引

当金57百万円、未払消費税等49百万円等の減少によるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は、２億15百万円となりました。こ

れは主に、有形固定資産の取得による支出１億29百万円、投資有価証券の取得による支出54百万円及び

無形固定資産の取得による支出32百万円等によるものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第２四半期連結累計期間における財務活動の結果使用した資金は、75百万円となりました。  

 これは主に、配当金の支払額71百万円によるものであります。  

  

当社グループの事業を取り巻く環境は依然として厳しく、平成23年３月期第２四半期の業績予想につ

きましては、平成22年11月５日公表の「平成23年３月期第２四半期(累計)連結業績予想の修正に関する

お知らせ」のとおり、非連結関連会社を持分法適用会社として連結決算の業績に反映させた事と、円高

の進行による輸出採算が悪化したため修正を行っております。また、通期の業績予想につきましては、

平成22年５月19日に発表しました通り変更ありません。  

 なお、業績予想は現時点で入手された情報に基づき判断した予想であり、潜在的リスクや不確実性が

含まれております。従いまして、実際の業績は様々な要因により上記の予想とは異なることがありま

す。 

  
  

(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。 

  

固定資産の減価償却費の算定方法  

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費を期間按分して算出する方

法によっております。 

  

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

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。  

 これにより、税金等調整前四半期純利益が2,491千円減少しております。 

  

該当事項はありません。 

2. 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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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)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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 3,687,690 3,321,376

受取手形及び売掛金 3,003,658 3,037,278

有価証券 69,803 69,781

商品及び製品 1,041,808 1,048,981

仕掛品 189,890 190,664

原材料及び貯蔵品 306,659 314,525

繰延税金資産 103,377 98,080

その他 64,912 48,080

貸倒引当金 △7,265 △21,225

流動資産合計 8,460,536 8,107,543

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,351,222 2,344,797

減価償却累計額 △1,268,505 △1,233,102

建物及び構築物（純額） 1,082,716 1,111,695

機械装置及び運搬具 5,524,671 5,430,908

減価償却累計額 △4,677,220 △4,560,296

機械装置及び運搬具（純額） 847,450 870,612

土地 990,552 990,552

建設仮勘定 12,877 16,388

その他 263,636 228,956

減価償却累計額 △201,940 △192,517

その他（純額） 61,695 36,438

有形固定資産合計 2,995,292 3,025,686

無形固定資産 43,788 12,070

投資その他の資産

投資有価証券 791,327 781,710

関係会社出資金 115,853 184,594

繰延税金資産 340,055 345,692

その他 63,782 554,818

貸倒引当金 △35,133 △35,137

投資その他の資産合計 1,275,884 1,831,678

固定資産合計 4,314,965 4,869,435

資産合計 12,775,502 12,976,979
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９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)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,675,223 1,720,134

短期借入金 350,000 350,000

未払法人税等 58,633 55,298

賞与引当金 164,301 156,004

その他 235,329 283,181

流動負債合計 2,483,489 2,564,619

固定負債

社債 300,000 300,000

退職給付引当金 771,819 829,508

その他 130,952 107,345

固定負債合計 1,202,772 1,236,854

負債合計 3,686,261 3,801,473

純資産の部

株主資本

資本金 1,716,300 1,716,300

資本剰余金 1,599,813 1,599,813

利益剰余金 5,975,261 6,019,503

自己株式 △168,893 △167,623

株主資本合計 9,122,481 9,167,992

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,979 42,155

為替換算調整勘定 △42,219 △34,642

評価・換算差額等合計 △33,240 7,512

純資産合計 9,089,240 9,175,505

負債純資産合計 12,775,502 12,976,979
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日

 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日

 至 平成22年９月30日)

売上高 4,475,031 4,760,559

売上原価 3,695,129 3,768,766

売上総利益 779,901 991,792

販売費及び一般管理費 810,104 844,293

営業利益又は営業損失（△） △30,203 147,499

営業外収益

受取利息 3,736 2,504

受取配当金 4,006 7,316

不動産賃貸料 41,623 40,346

助成金収入 21,489 4,418

投資有価証券割当益 － 9,240

その他 14,217 6,702

営業外収益合計 85,073 70,528

営業外費用

支払利息 5,441 5,441

売上割引 4,625 5,081

不動産賃貸原価 3,733 3,733

持分法による投資損失 － 51,236

為替差損 25,465 43,300

その他 972 654

営業外費用合計 40,238 109,447

経常利益 14,630 108,580

特別利益

固定資産売却益 295 19

受取保険金 － 11,500

特別利益合計 295 11,519

特別損失

固定資産除却損 3,991 677

投資有価証券評価損 － 2,233

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,491

特別損失合計 3,991 5,402

税金等調整前四半期純利益 10,935 114,697

法人税、住民税及び事業税 30,614 53,972

法人税等調整額 △16,234 17,695

法人税等合計 14,380 71,667

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,444 43,030
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【第２四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成21年７月１日

 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年７月１日

 至 平成22年９月30日)

売上高 2,524,752 2,359,204

売上原価 2,055,966 1,869,727

売上総利益 468,785 489,476

販売費及び一般管理費 411,285 408,852

営業利益 57,499 80,624

営業外収益

受取利息 2,126 1,520

受取配当金 417 625

不動産賃貸料 20,957 20,112

助成金収入 21,489 3,312

その他 10,501 4,567

営業外収益合計 55,492 30,138

営業外費用

支払利息 2,728 2,728

売上割引 2,170 2,474

不動産賃貸原価 1,866 1,866

持分法による投資損失 － 51,236

為替差損 18,661 21,275

その他 484 550

営業外費用合計 25,912 80,131

経常利益 87,080 30,631

特別利益

受取保険金 － 11,500

特別利益合計 － 11,500

特別損失

固定資産除却損 77 13

投資有価証券評価損 － 2,233

特別損失合計 77 2,246

税金等調整前四半期純利益 87,003 39,884

法人税、住民税及び事業税 21,147 51,537

法人税等調整額 14,796 △16,005

法人税等合計 35,944 35,532

四半期純利益 51,058 4,352
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年４月１日

 至 平成21年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年４月１日

 至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純利益 10,935 114,697

減価償却費 239,019 198,054

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,616 △57,688

貸倒引当金の増減額（△は減少） 537 △13,963

受取利息及び受取配当金 △7,743 △9,820

支払利息 5,441 5,441

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,233

投資有価証券割当益 － △9,240

受取保険金 － △11,500

固定資産除却損 3,991 677

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 2,491

持分法による投資損益（△は益） － 51,236

売上債権の増減額（△は増加） 88,206 24,900

たな卸資産の増減額（△は増加） 131,654 11,309

仕入債務の増減額（△は減少） △307,167 △33,861

その他 98,118 △83,358

小計 275,611 191,611

利息及び配当金の受取額 11,113 11,924

利息の支払額 △5,478 △5,464

法人税等の還付額 114,821 －

法人税等の支払額 △13,853 △48,119

保険金の受取額 － 11,500

営業活動によるキャッシュ・フロー 382,213 161,451

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △450,000 △450,000

定期預金の払戻による収入 450,000 450,000

有価証券の償還による収入 300,000 －

有形固定資産の取得による支出 △63,619 △129,071

有形固定資産の売却による収入 1,000 50

無形固定資産の取得による支出 － △32,636

投資有価証券の取得による支出 － △54,264

貸付けによる支出 △3,200 △8,000

貸付金の回収による収入 362 8,387

投資活動によるキャッシュ・フロー 234,542 △215,534

財務活動によるキャッシュ・フロー

リース債務の返済による支出 － △3,216

自己株式の取得による支出 △546 △1,269

配当金の支払額 △71,365 △71,429

財務活動によるキャッシュ・フロー △71,912 △75,915

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,045 △3,665

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 551,888 △133,663

現金及び現金同等物の期首残高 1,885,853 2,941,157

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,437,742 2,807,494
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(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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