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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 751 △37.7 △37 ― △36 ― △40 ―
23年3月期第1四半期 1,207 133.4 77 ― 95 ― 55 ―

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 △3.22 ―
23年3月期第1四半期 4.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 8,461 6,300 74.5
23年3月期 8,639 6,397 74.0
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  6,300百万円 23年3月期  6,397百万円

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  
当社は、定款において第２四半期末日及び期末日を基準日と定めていますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 
（「業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項」欄参照） 

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 ― 1.00 ― 2.00 3.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の業績予想（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  ：  有   

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) 1,750 △24.6 △60 ― △50 ― △50 ― △3.98
通期 3,800 △12.6 50 △74.4 70 △71.0 70 △48.4 5.58



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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 13,200,000 株 23年3月期 13,200,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 652,686 株 23年3月期 652,686 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 12,547,314 株 23年3月期1Q 12,548,637 株

※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 
１．平成23年５月13日に公表しました業績予想は、本資料において修正しております。業績予想の具体的修正内容は、本日別途開示する「業績予想の修正に
関するお知らせ」をご覧ください。 
２．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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項については、[添付
資料]２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
３．当期の第２四半期及び期末配当金につきましては、経営環境の先行きが不透明であり、現時点では未定とし、業績等を総合的に判断した上で、配当予想が
固まり次第速やかに開示いたします。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期累計期間における経済情勢は、国内においては、去る3月11日に発生した大惨事である東日本大震

災による影響を受けており、また海外においては、中国やインドなど新興国については力強い経済成長をしており

ながらも、欧米をはじめとする世界景気の先行き懸念が再び強まり、円高やデフレ傾向の影響なども伴い、引き続

き予断を許さない不透明な状況が続いております。 

 このような環境下において、当社の第１四半期累計期間における売上高は、前年同期比37.7％減の751,913千円

（前年同四半期は売上高1,207,892千円）となり、また損益面では営業損失37,370千円（前年同四半期は営業利益

77,381千円）、経常損失36,797千円（前年同四半期は経常利益95,679千円）、四半期純損失は40,384千円(前年同

四半期は四半期純利益55,588千円)と、それぞれ2年振りの赤字となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

 当第1四半期末における総資産は、前期末に比べ177,858千円減少し、8,461,719千円となりました。これは主

に、現金及び預金が190,388千円増加したものの、売上減少により受取手形及び売掛金が314,512千円並びに株式市

況の低迷による投資有価証券が52,771千円それぞれ減少したことなどによるものであります。 

 負債につきましては、前期末に比べ80,926千円減少し、2,161,324千円となりました。これは主に、支払手形及

び買掛金が65,610千円並びにその他に含まれている前受金が50,174千円それぞれ減少したことなどによるものであ

ります。 

 また、純資産につきましては、前期末に比べ96,931千円減少し、6,300,395千円となり、自己資本比率は74.5%と

なりました。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 今後の業績見通しにつきましては、世界経済危機からの回復傾向が、更に幅広い分野において波及することが期

待されますが、国内においては、東日本大震災により当該地域の顧客業界が大きな打撃を受けており、設備投資並

びに個人消費に直結する雇用情勢についての状況も厳しく、また海外市場に目を向けても、再び急速に進む円高ド

ル安などの為替相場の不透明な要素もあり、予断を許さない状況が続くものと思われます。 

 このような経済環境のもと、当社といたしましては、震災復興に当社の保有技術にて全力で取り組むと共に、地

球環境保護や各種業界の新たなニーズにマッチした魅力ある製品の開発並びに拡販に努め、内製化の推進とコスト

ダウンの拡大による変動費の圧縮、更には諸経費の削減を同時に推進し、経営体質と収益状況の改善を目指す所存

であります。 

 なお、業績予想に関する事項につきましては、本日（平成23年8月10日）公表の「業績予想の修正に関するお知

らせ」をご参照下さい。 

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。  

  

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,358,663 4,549,052

受取手形及び売掛金 869,276 554,763

製品 391,685 237,618

仕掛品 207,254 358,267

原材料及び貯蔵品 166,242 174,109

その他 15,392 24,527

貸倒引当金 △1,375 △914

流動資産合計 6,007,139 5,897,425

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,069,478 1,069,478

その他（純額） 472,977 458,332

有形固定資産合計 1,542,456 1,527,811

無形固定資産 2,003 1,803

投資その他の資産   

投資有価証券 732,725 679,953

その他 359,177 358,649

貸倒引当金 △3,925 △3,925

投資その他の資産合計 1,087,978 1,034,677

固定資産合計 2,632,438 2,564,293

資産合計 8,639,577 8,461,719
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(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 409,961 344,350

未払法人税等 6,953 1,719

賞与引当金 70,000 27,170

役員賞与引当金 15,000 3,750

その他 394,051 471,835

流動負債合計 895,966 848,824

固定負債   

繰延税金負債 94,764 81,792

退職給付引当金 965,331 942,320

役員退職慰労引当金 244,810 246,985

資産除去債務 41,378 41,401

固定負債合計 1,346,284 1,312,499

負債合計 2,242,250 2,161,324

純資産の部   

株主資本   

資本金 660,000 660,000

資本剰余金 411,311 411,311

利益剰余金 5,447,047 5,381,568

自己株式 △207,042 △207,042

株主資本合計 6,311,316 6,245,837

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 86,010 54,557

評価・換算差額等合計 86,010 54,557

純資産合計 6,397,326 6,300,395

負債純資産合計 8,639,577 8,461,719
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 1,207,892 751,913

売上原価 749,576 510,317

売上総利益 458,315 241,595

販売費及び一般管理費 380,933 278,965

営業利益又は営業損失（△） 77,381 △37,370

営業外収益   

受取利息 2,482 1,643

受取配当金 8,093 7,824

助成金収入 12,797 7,574

その他 3,764 3,780

営業外収益合計 27,139 20,823

営業外費用   

支払利息 156 187

投資有価証券評価差損 2,005 5,565

為替差損 6,582 14,497

リース解約損 71 －

その他 25 －

営業外費用合計 8,841 20,250

経常利益又は経常損失（△） 95,679 △36,797

特別損失   

固定資産除却損 9 128

投資有価証券評価損 － 3,412

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 40,305 －

特別損失合計 40,315 3,540

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 55,363 △40,338

法人税、住民税及び事業税 466 683

法人税等調整額 △690 △637

法人税等合計 △224 45

四半期純利益又は四半期純損失（△） 55,588 △40,384
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 該当事項はありません。  

  

 当社は、機械の製造並びに販売事業において単一セグメントであるため、セグメントごとの記載を省略しており

ます。  

  

 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）セグメント情報等

（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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