
   

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） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

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 

  

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） 

（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）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  8,419  9.6  700  －  301  －  108  －

22年３月期第１四半期  7,678  △35.4  △220  －  △457  －  △559  －

  
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  42        －

22年３月期第１四半期  △12  41        －

  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  55,408  21,884  38.8  476  99

22年３月期  55,699  21,874  38.6  447  09

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 21,485百万円 22年３月期 21,490百万円

  
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 

22年３月期        －  1 00      － 2 00  3  00

23年３月期   －

23年３月期（予想）  2 00      － 2 00  4  00

  （％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）  17,300  12.6  700  －  400  －  250  －  5  55

通期  36,800  13.9  2,000  －  1,600  －  1,100  14.1  24  41



４．その他（詳細は、［添付資料］２～３ページ「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 

新規       ― 社 （社名）                        、除外       ― 社  （社名） 

（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 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（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連結財務諸表のレビュー手続き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 

 業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定要素を含んでお

ります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事

項については、２ページ「（３）連結業績予想に関する定性的情報」をご参照下さい。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 48,391,922株 22年３月期 48,391,922株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 3,347,629株 22年３月期 3,346,927株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 45,044,469株 22年３月期１Ｑ 45,067,896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経済状況は、中国等の新興国が牽引する緩やかな回復にあるものの、欧州諸

国の財政問題を要因として景気の先行きに懸念が拡がり、素材価格の上昇、円高の進行等、経営環境は不透明感が

高まってきております。 

こうした状況の中、当社グループにおいては、一層の経営基盤強化のため、需要回復が明確になりつつある状況

ながらも継続的な徹底したコスト削減・新規需要の開拓に努めるとともに、将来を見据えた新規事業の育成にも取

り組んでまいりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は8,419百万円（前年同期比9.6%増）となり、営業利益700百万

円（前年同期は営業損失220百万円）、経常利益301百万円（前年同期は経常損失457百万円）、四半期純利益108百

万円（前年同期は四半期純損失559百万円）と黒字転換を致しました。 
  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、総額に大きな変動はなく、前連結会計年度末に比べて291百万円減少

の55,408百万円となりました。変動の主な内訳としては、現金及び預金が1,698百万円、受取手形及び売掛金が671

百万円減少し、有価証券が1,000百万円、投資その他の資産が1,080百万円増加等となっています。負債は、前連結

会計年度末比301百万円減少の33,524百万円となりました。これは、需要回復に伴う支払手形及び買掛金の増加の

一方で、工事未払金及び借入金の減少等によるものです。純資産は前連結会計年度末比10百万円増の21,884百万円

と大きな変化はありません。 

  
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第１四半期連結会計期間の業績は、需要の回復が明確化してくる中、当初見込みを上回る状況にあるものの、

欧州各国の財政問題は出口が見えない状態にあることに加え、米国経済も依然として方向感が定まらず円高傾向が

続くなど、今後の経営環境は予断を許さない状況にあります。以上を踏まえて、平成22年5月14日に公表した第2四

半期連結累計期間および通期の連結業績予想は、変更しておりません。今後の業績動向により、見通しが明確にな

った段階で必要に応じて速やかに修正開示致します。   

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  

  
（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断につきましては、経営環境等並びに一時差異等の発生状況について前連結会計

年度末から大幅な変動がないと認められるため、同年度末の検討において使用した将来の業績予測及びタックス・

プランニングの結果を利用しております。 

③税金費用の計算 

 一部の連結子会社において、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的

に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。  

  
（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期会計期間より、「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。 

 これにより営業利益、経常利益はそれぞれ0百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は、3百万円減少してお

ります。 
  
「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用  

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年３月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年３月10日）

を適用しております。 

 これによる経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 
  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報
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表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書関係） 

 前第１四半期連結累計期間において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「有価廃棄物収入」

（前第１四半期連結累計期間7百万円）は、営業外収益の総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計

期間より区分掲記しており、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「雇用調整助成金」

（当第１四半期連結累計期間14百万円）は、営業外収益の総額の100分の20以下となったため、当第１四半期連

結累計期間より営業外収益の「その他」に含めて表示しております。  
  
 前第１四半期連結累計期間において営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「為替差損」（前第

１四半期連結累計期間7百万円）は、営業外費用の総額の100分の20を超えたため、当第１四半期連結累計期間よ

り区分掲記しており、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「債権売却損」（当第１四半

期連結累計期間1百万円）は、重要性が乏しくなったため、当第１四半期連結累計期間より営業外費用の「その

他」に含めて表示しております。 
  
 「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。 

 
  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 
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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：百万円）

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 5,052 6,751

受取手形及び売掛金 7,350 8,022

有価証券 1,000 －

完成工事未収入金 1,114 1,403

商品及び製品 2,186 1,818

仕掛品 1,907 1,723

未成工事支出金 410 416

原材料及び貯蔵品 1,772 1,806

その他 1,608 1,583

貸倒引当金 △12 △11

流動資産合計 22,391 23,512

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,667 5,777

機械装置及び運搬具（純額） 5,844 6,179

土地 6,778 6,789

建設仮勘定 6,066 5,799

その他（純額） 605 646

有形固定資産合計 24,963 25,193

無形固定資産   

のれん 182 189

その他 295 308

無形固定資産合計 477 497

投資その他の資産   

その他 7,914 6,834

貸倒引当金 △338 △338

投資その他の資産合計 7,576 6,496

固定資産合計 33,017 32,186

資産合計 55,408 55,699
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（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,880 4,434

短期借入金 11,055 11,055

1年内返済予定の長期借入金 2,041 2,051

1年内償還予定の社債 200 200

未払法人税等 86 198

引当金 202 343

その他 2,551 2,861

流動負債合計 21,017 21,144

固定負債   

長期借入金 9,506 9,701

退職給付引当金 2,333 2,365

引当金 247 180

その他 419 433

固定負債合計 12,506 12,681

負債合計 33,524 33,825

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,562 5,562

資本剰余金 15,553 15,553

利益剰余金 2,384 2,364

自己株式 △1,511 △1,511

株主資本合計 21,987 21,968

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △219 △107

為替換算調整勘定 △282 △369

評価・換算差額等合計 △502 △477

新株予約権 12 －

少数株主持分 386 383

純資産合計 21,884 21,874

負債純資産合計 55,408 55,699
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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：百万円）

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 7,678 8,419

売上原価 6,769 6,680

売上総利益 909 1,738

販売費及び一般管理費   

従業員給料 317 263

その他 812 774

販売費及び一般管理費合計 1,129 1,038

営業利益又は営業損失（△） △220 700

営業外収益   

受取利息 9 11

受取配当金 17 7

雇用調整助成金 16 －

有価廃棄物収入 － 31

その他 29 49

営業外収益合計 72 100

営業外費用   

支払利息 76 85

持分法による投資損失 176 90

為替差損 － 287

債権売却損 4 －

その他 51 36

営業外費用合計 309 499

経常利益又は経常損失（△） △457 301

特別利益   

固定資産売却益 15 －

投資有価証券売却益 － 0

退職給付引当金戻入額 12 －

特別利益合計 28 0

特別損失   

固定資産処分損 23 21

投資有価証券評価損 3 3

環境対策引当金繰入額 － 62

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 3

のれん一括償却 103 －

その他 － 0

特別損失合計 131 91

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（△）

△560 210

法人税、住民税及び事業税 38 75

法人税等調整額 △43 24

法人税等合計 △4 99

少数株主損益調整前四半期純利益 － 110

少数株主利益 3 1

四半期純利益又は四半期純損失（△） △559 108
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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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