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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 19,417 44.8 1,729 ― 1,741 ― 977 ―

22年3月期第3四半期 13,406 △48.3 △373 ― △305 ― △222 ―

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 76.10 ―

22年3月期第3四半期 △17.29 ―

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 20,864 11,991 57.5 933.93
22年3月期 20,105 11,158 55.5 869.11

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  11,991百万円 22年3月期  11,158百万円

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 ― 5.00 5.00
23年3月期 ― 0.00 ―

23年3月期 
（予想）

37.00 37.00

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 26,730 37.2 2,060 ― 2,110 ― 1,200 ― 93.46



(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報告書の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報告書のレビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記に記載した予想数値は、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、多分に不確定な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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「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 12,840,000株 22年3月期  12,840,000株

② 期末自己株式数 23年3月期3Q  642株 22年3月期  592株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 12,839,386株 22年3月期3Q 12,839,408株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

① 業績結果 

前連結会計年度から続いていた回復傾向に、第２四半期以降は鈍化が見られました。しかし、当第３四半期連結

累計期間の当社グループの売上高は、概ね堅調に推移しました。また、営業利益および経常利益はいずれも前年同

累計期間比で大きく改善しました。 

なお、当社は、商品の評価方法を、第１四半期連結会計期間より後入先出法から総平均法に変更しております。

この変更により、営業利益および経常利益がそれぞれ4億3千7百万円の増加となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高194億1千7百万円（前年同累計期間比44.8％増）、営業

利益は17億2千9百万円（前年同累計期間は営業損失3億7千3百万円）、経常利益17億4千1百万円（前年同累計期間は

経常損失3億5百万円）、四半期純利益〔累計〕は9億7千7百万円（前年同累計期間は四半期純損失〔累計〕2億2千2

百万円）となりました。 

  

② 当社を取り巻く環境 

当社グループ業績に影響度の高い半導体製造装置業界および液晶製造装置業界、工作機械業界、事務機器業界、

自動車関連業界は、設備投資に多少の回復がありました。中でも、半導体製造装置業界は、大幅に改善しました。

しかし、第２四半期連結会計期間後半以降、回復に減速感が見え始め、一部では調整局面に入りました。 

一方、非鉄金属の市況は、アルミ地金がトン当たり期初の24万3千円から12月は23万7千円と小幅に下落しまし

た。しかし、銅地金はトン当たり期初の73万円から12月は83万円に、ステンレス鋼板はトン当たり期初の30万円か

ら12月は34万円と共に上昇しました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期連結会計期間末の資産合計は、208億6千4百万円と、対前連結会計年度末比で3.8％、7億5千9百万円

増加しました。 

流動資産は、146億3百万円と、対前連結会計年度末比で8.4％、11億3千3百万円増加しました。主な増加要因は、

売上高の増加に伴う受取手形及び売掛金の増加8億3千4百万円です。 

固定資産は、62億6千万円と、対前連結会計年度末比で△5.6％、3億7千4百万円減少しました。主な減少要因は、

減価償却費の計上により有形固定資産が2億8千3百万円減少したことです。 

負債合計は、88億7千3百万円と、対前連結会計年度末比で△0.8％、7千2百万円減少しました。主な減少要因は借

入金返済による短期借入金の減少が15億3千万円で、主な増加要因は、仕入高の増加に伴う支払手形及び買掛金の増

加が7億5千8百万円、未払法人税等の増加が6億7千万円です。 

純資産は、119億9千1百万円と、対前連結会計年度末比で7.5％、8億3千2百万円増加しました。主な増加要因は、

四半期純利益の計上等により、利益剰余金が9億1千2百万円増加したことです。 

また、１株当たり純資産は、933円93銭と前連結会計年度末比で64円82銭増加しました。 

以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の55.5%から57.5%となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は、前連結会計年度末

に比べ2億3千6百万円増加し、36億5千2百万円となりました。 

その内訳は次のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは20億2千5百万円の純増（前年同期は12億8百万円の純増）となりました。

主な増加要因は、税金等調整前四半期純利益16億6千9百万円、減価償却費4億1千4百万円、仕入債務の増加額7億6

千5百万円、主な減少要因は、売上債権の増加8億4千9百万円です。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報



（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、1億6千万円の純減（前年同期は8千4百万円の純減）となりました。主

な減少要因は、有形固定資産の取得による支出1億7百万円です。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、16億8百万円の純減（前年同期は6億4千1百万円の純減）となりまし

た。主な減少要因は、短期借入金の返済による支出15億4千3百万円です。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期の連結業績予想につきましては、平成22年８月６日に公表した業績予想から変更ございません。

  

  

（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 

 税金費用は、当第３四半期連結会計期間を含む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しております。  

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成20年９月 

26日）を適用し、商品の評価方法を後入先出法から総平均法に変更しております。これにより、当第３四半期

連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ4億3千7百万円増

加しております。 

②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）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、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益は3百万円増加、税金等

調整前四半期純利益は2千5百万円減少しております。  

③表示方法の変更 

 「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３四半期連結累計期間では、新たに「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示して

おります。  

  

２．その他の情報



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 3,652,927 3,416,463

受取手形及び売掛金 7,539,138 6,704,211

商品及び製品 3,206,096 3,153,944

原材料及び貯蔵品 16,457 20,797

繰延税金資産 59,028 59,091

その他 140,006 136,126

貸倒引当金 △9,931 △20,160

流動資産合計 14,603,723 13,470,474

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,625,480 6,611,228

減価償却累計額 △4,334,779 △4,174,263

建物及び構築物（純額） 2,290,700 2,436,964

機械装置及び運搬具 2,535,256 2,515,292

減価償却累計額 △1,423,339 △1,252,728

機械装置及び運搬具（純額） 1,111,917 1,262,564

土地 1,856,423 1,856,423

建設仮勘定 30,566 1,525

その他 506,576 511,822

減価償却累計額 △441,444 △431,055

その他（純額） 65,131 80,767

有形固定資産合計 5,354,740 5,638,245

無形固定資産 170,379 202,925

投資その他の資産   

投資有価証券 449,476 554,437

繰延税金資産 54,657 33,071

その他 231,527 206,154

投資その他の資産合計 735,660 793,662

固定資産合計 6,260,780 6,634,833

資産合計 20,864,503 20,105,308



（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   

支払手形及び買掛金 7,559,136 6,800,681

短期借入金 － 1,530,275

未払法人税等 670,559 －

役員賞与引当金 32,144 8,125

未払費用 415,399 393,467

その他 124,611 79,493

流動負債合計 8,801,851 8,812,042

固定負債   

退職給付引当金 － 22,563

役員退職慰労引当金 － 82,027

その他 71,644 29,815

固定負債合計 71,644 134,405

負債合計 8,873,495 8,946,448

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,000 1,000,000

資本剰余金 621,397 621,397

利益剰余金 10,348,878 9,435,953

自己株式 △756 △713

株主資本合計 11,969,519 11,056,637

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 95,345 128,133

為替換算調整勘定 △73,857 △25,910

評価・換算差額等合計 21,488 102,222

純資産合計 11,991,007 11,158,860

負債純資産合計 20,864,503 20,105,308



（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 13,406,410 19,417,038

売上原価 11,431,670 15,269,510

売上総利益 1,974,739 4,147,528

販売費及び一般管理費 2,348,119 2,417,962

営業利益又は営業損失（△） △373,380 1,729,565

営業外収益   

受取利息 569 835

受取配当金 10,072 9,840

不動産賃貸料 54,857 45,900

為替差益 38,897 －

その他 9,089 4,942

営業外収益合計 113,485 61,518

営業外費用   

支払利息 19,296 4,267

不動産賃貸費用 16,948 9,935

支払手数料 3,575 2,126

為替差損 － 25,649

その他 5,593 7,359

営業外費用合計 45,414 49,338

経常利益又は経常損失（△） △305,308 1,741,746

特別利益   

役員賞与引当金戻入額 － 8,125

特別利益合計 － 8,125

特別損失   

投資有価証券評価損 － 51,565

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28,623

特別損失合計 － 80,188

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（△）

△305,308 1,669,682

法人税等 △83,292 692,560

少数株主損益調整前四半期純利益 － 977,122

四半期純利益又は四半期純損失（△） △222,016 977,122



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（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) 

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△305,308 1,669,682

減価償却費 549,653 414,454

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,122 △10,228

賞与引当金の増減額（△は減少） △79,399 －

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19,411 24,019

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,360 △22,563

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,391 △82,027

受取利息及び受取配当金 △10,642 △10,676

支払利息 19,296 4,267

投資有価証券評価損益（△は益） － 51,565

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 28,623

売上債権の増減額（△は増加） △317,880 △849,975

たな卸資産の増減額（△は増加） 494,515 △77,196

仕入債務の増減額（△は減少） 861,840 765,573

その他 44,232 78,318

小計 1,239,049 1,983,836

利息及び配当金の受取額 10,642 10,676

利息の支払額 △16,176 △4,305

法人税等の支払額 △162,315 △47,727

法人税等の還付額 137,160 83,209

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,208,360 2,025,689

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △82,336 △107,448

有形固定資産の売却による収入 3,356 －

無形固定資産の取得による支出 △20,198 △9,601

投資有価証券の取得による支出 △1,292 △977

その他の支出 △2,818 △48,887

その他の収入 19,226 6,897

投資活動によるキャッシュ・フロー △84,063 △160,017

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △500,000 △1,543,463

自己株式の取得による支出 － △43

配当金の支払額 △141,986 △64,529

財務活動によるキャッシュ・フロー △641,986 △1,608,035

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24,868 △21,172

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 457,441 236,464

現金及び現金同等物の期首残高 3,105,211 3,416,463

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,562,653 3,652,927



 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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