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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 9,234 △15.3 146 △88.4 175 △87.3 278 △77.7

22年3月期第3四半期 10,907 △22.4 1,267 △24.6 1,376 △18.8 1,247 42.5

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 890.31 ―

22年3月期第3四半期 3,979.63 ―

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 15,318 12,305 80.3 39,493.98
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3四半期  12,305百万円 22年3月期  12,627百万円

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 ― 700.00 ― 700.00 1,400.00
23年3月期 ― 130.00 ―

23年3月期 
（予想）

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、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 12,080 △16.2 272 △81.4 300 △80.9 262 △79.1 838.18



(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、
実際の実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。）

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 324,000株 22年3月期  324,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  12,417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3Q 312,583株 22年3月期3Q 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） 

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 

  （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 

 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 

 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 1,961,410 2,224,951

受取手形及び売掛金 2,367,099 2,862,664

有価証券 260,041 275,049

商品及び製品 50,080 25,249

仕掛品 24,466 884

原材料及び貯蔵品 6,865 5,887

短期貸付金 1,000,000 800,000

その他 1,157,842 1,239,171

貸倒引当金 △2,140 △2,688

流動資産合計 6,825,664 7,431,169

固定資産   

有形固定資産 344,796 384,041

無形固定資産   

のれん 3,568,903 3,443,483

その他 493,751 538,860

無形固定資産合計 4,062,655 3,982,344

投資その他の資産   

投資有価証券 3,542,630 3,857,128

その他 568,174 557,963

貸倒引当金 △25,063 △12,700

投資その他の資産合計 4,085,740 4,402,391

固定資産合計 8,493,192 8,768,777

資産合計 15,318,857 16,199,947
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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 921,774 1,290,371

未払法人税等 35,573 370,516

賞与引当金 143,093 180,824

役員賞与引当金 10,350 5,750

その他 1,327,219 1,184,306

流動負債合計 2,438,011 3,031,769

固定負債   

退職給付引当金 522,812 472,387

役員退職慰労引当金 － 15,090

その他 52,380 53,136

固定負債合計 575,192 540,614

負債合計 3,013,204 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 11,716,810 11,716,583

自己株式 △781,567 △732,967

株主資本合計 12,839,242 12,887,616

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △325,561 △206,058

繰延ヘッジ損益 △15,041 13,466

為替換算調整勘定 △192,986 △67,460

評価・換算差額等合計 △533,589 △260,053

純資産合計 12,305,653 12,627,563

負債純資産合計 15,318,857 16,199,947
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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 10,907,758 9,234,911

売上原価 6,375,844 5,492,146

売上総利益 4,531,914 3,742,765

販売費及び一般管理費 3,264,122 3,595,772

営業利益 1,267,791 146,992

営業外収益   

受取利息 8,318 7,168

受取配当金 4 －

為替差益 90,564 －

助成金収入 3,326 48,712

その他 6,930 8,943

営業外収益合計 109,143 64,824

営業外費用   

売上割引 51 111

為替差損 － 36,240

その他 5 282

営業外費用合計 56 36,634

経常利益 1,376,878 175,182

特別利益   

固定資産売却益 － 2

受取補償金 800,000 －

特別利益合計 800,000 2

特別損失   

固定資産売却損 6,859 545

固定資産除却損 13,834 1,735

投資有価証券評価損 467 －

のれん償却額 14,032 －

事務所移転費用 72,245 －

特別損失合計 107,439 2,281

税金等調整前四半期純利益 2,069,438 172,903

法人税、住民税及び事業税 658,581 △53,297

法人税等調整額 162,911 △52,095

法人税等合計 821,493 △105,392

四半期純利益 1,247,945 278,296
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（3）継続企業の前提に関する注記 

     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） 

       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） 

       該当事項はありません。 
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