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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 3,636 △28.4 207 △77.6 203 △78.9 348 △34.4

22年３月期第１四半期 5,078 △15.1 925 △19.9 964 △16.3 531 △19.2

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 1,110 75 －

22年３月期第１四半期 1,693 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 16,325 12,780 78.3 40,756 52

22年３月期 16,199 12,627 77.9 40,268 65

(参考) 自己資本 23年３月期第１四半期 12,780百万円 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 － 700 00 － 700 00 1,400 00

23年３月期 － 

23年３月期(予想) 130 00 － 130 00 260 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、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) 5,905 △33.1 8 △99.5 22 △98.7 187 △87.1 599 03

通期 12,080 △16.2 272 △81.4 300 △80.9 262 △79.1 835 50



 

 
(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（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 ： 有

  新規 － 社 （ － ）、    除外 １ 社 （社名 株式会社ケイ・ジー・ティー） 

  （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。

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 324,000株 22年３月期 324,000株

② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 10,417株 22年３月期 10,417株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 313,583株 22年３月期１Ｑ 313,583株
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１．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

 前連結会計年度末において当社の連結子会社であった株式会社ケイ・ジー・ティーは、平成

22年５月１日付で、当社を存続会社とし、当社の特定子会社である株式会社ケイ・ジー・ティ

ーを消滅会社とする吸収合併を行ったことに伴い、当該特定子会社が消滅いたしました。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  （特有の会計処理） 

   税金費用の計算 

 一部の連結子会社は、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 

① 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）および「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。これによる営業利益、経常利益およ

び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

② 企業結合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、「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）および「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。 

 

（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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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 3,268,836 2,224,951

受取手形及び売掛金 2,879,267 2,862,664

有価証券 268,456 275,049

商品及び製品 20,918 25,249

仕掛品 14,012 884

原材料及び貯蔵品 6,602 5,887

その他 1,253,757 2,039,171

貸倒引当金 △2,710 △2,688

流動資産合計 7,709,140 7,431,169

固定資産   

有形固定資産 377,098 384,041

無形固定資産   

のれん 3,601,490 3,443,483

その他 512,932 538,860

無形固定資産合計 4,114,422 3,982,344

投資その他の資産   

投資有価証券 3,530,343 3,857,128

その他 619,771 557,963

貸倒引当金 △25,541 △12,700

投資その他の資産合計 4,124,573 4,402,391

固定資産合計 8,616,093 8,768,777

資産合計 16,325,233 16,199,947
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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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,424,786 1,290,371

未払法人税等 29,151 370,516

賞与引当金 137,752 180,824

役員賞与引当金 3,450 5,750

その他 1,407,994 1,184,306

流動負債合計 3,003,133 3,031,769

固定負債   

退職給付引当金 488,019 472,387

役員退職慰労引当金 － 15,090

その他 53,529 53,136

固定負債合計 541,548 540,614

負債合計 3,544,682 3,572,383

純資産の部   

株主資本   

資本金 995,000 995,000

資本剰余金 909,000 909,000

利益剰余金 11,827,331 11,716,583

自己株式 △732,967 △732,967

株主資本合計 12,998,364 12,887,616

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △380,826 △206,058

繰延ヘッジ損益 △2,337 13,466

為替換算調整勘定 165,350 △67,460

評価・換算差額等合計 △217,813 △260,053

純資産合計 12,780,551 12,627,563

負債純資産合計 16,325,233 16,199,947
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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 5,078,041 3,636,160

売上原価 2,986,169 2,192,547

売上総利益 2,091,872 1,443,613

販売費及び一般管理費 1,166,541 1,236,369

営業利益 925,331 207,243

営業外収益   

受取利息 5,195 2,673

為替差益 32,095 －

助成金収入 180 8,286

その他 1,726 5,421

営業外収益合計 39,198 16,382

営業外費用   

売上割引 4 72

為替差損 － 19,960

その他 0 －

営業外費用合計 4 20,033

経常利益 964,526 203,591

特別損失   

固定資産売却損 － 545

固定資産除却損 311 1,353

投資有価証券評価損 467 －

のれん償却額 8,746 －

特別損失合計 9,525 1,899

税金等調整前四半期純利益 955,000 201,692

法人税、住民税及び事業税 296,958 △30,726

法人税等調整額 126,855 △115,892

法人税等合計 423,814 △146,618

四半期純利益 531,186 348,311
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（３）継続企業の前提に関する注記 

   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） 

    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 

   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） 

    該当事項はありません。 
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