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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 5,120 10.9 317 28.1 351 26.9 203 18.1
23年3月期第1四半期 4,616 98.4 248 ― 277 ― 172 ―

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 40.68 ―

23年3月期第1四半期 33.78 ―

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 18,818 13,215 70.2
23年3月期 18,417 13,213 71.7

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  13,215百万円 23年3月期  13,213百万円

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  
 

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 ― 0.00 ― 40.00 40.00
24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 40.00 40.00

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) 9,400 3.1 470 10.2 530 10.8 300 4.6 60.00
通期 18,500 5.2 800 4.9 880 3.7 500 7.0 100.00



(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 5,300,000 株 23年3月期 5,300,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 300,176 株 23年3月期 300,176 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 4,999,824 株 23年3月期1Q 5,099,915 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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期
決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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当第１四半期累計期間（以下、「当四半期」という）におけるわが国経済は、平成23年３月11日に発

生した東日本大震災により、被災地のサプライチェーンが壊滅し、また、二次的に発生した原発事故に

起因する電力供給不足の影響もあり、自動車産業をはじめとした日本の製造業全体の生産活動に著しい

混乱をきたしたため、震災直後から当四半期の前半での企業の生産活動は大きく落ち込む状況となりま

した。しかしながら、当四半期の中頃より各企業の懸命な努力が功を奏して、サプライチェーンは、予

想以上の速さで回復基調に入ってきております。 

このような環境下で当社は、仕入先からの調達及び得意先からの受注の動向に少なからざる懸念を抱

いたまま当四半期をスタートいたしましたが、前事業年度より需要が上昇してきているスマートフォ

ン、タブレットＰＣ、半導体・液晶パネル製造装置及び今後の復興需要が期待されるスマートグリッド

に関連する企業を中心に自動化及び省力化のための設備投資に関連したＦＡ機器、制御機器等の営業を

積極的に推進するとともに、従来から推進している経費節減も継続して行ってまいりました。 

以上の結果、売上高は51億20百万円(前年同四半期比10.9％増)となり、営業利益は３億17百万円(前

年同四半期比28.1％増)、経常利益は３億51百万円(前年同四半期比26.9％増)、四半期純利益は２億３

百万円(前年同四半期比18.1％増)となりました。 

  

当第１四半期累計期間末（以下、「当四半期末」という）の自己資本比率は、前事業年度末（以下、

「前期末」という）比1.5ポイント減の70.2％となりました。 

当四半期末の総資産は、前期末と比較して４億１百万円(2.2％)増の188億18百万円となりました。

  流動資産は、前期末比４億６百万円(2.9％)増の144億６百万円となりましたが、受取手形及び売掛

金の増加(12億41百万円)と現金及び預金の減少(７億59百万円)が主な要因となっております。 

  固定資産は、前期末比５百万円(0.1％)減の44億11百万円であり、特記すべき事項はありません。 

当四半期末の負債合計は、前期末と比較して３億99百万円(7.7％)増の56億３百万円となりまし

た。 

  流動負債は、前期末比４億１百万円(8.0％)増の54億９百万円となりましたが、支払手形及び買掛

金の増加(７億80百万円)と未払法人税等の減少(３億16百万円)が主な要因となっております。 

  固定負債は、前期末比２百万円(1.0％)減の１億93百万円であり、特記すべき事項はありません。 

当四半期末の純資産合計は、四半期純利益の計上(２億３百万円)による増加や、前期決算の剰余金

の配当(１億99百万円)による減少などにより、前期末と比べ１百万円(0.0％)増の132億15百万円とな

りました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

① 資産

② 負債

③ 純資産
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平成24年３月期の業績予想につきましては、平成23年３月11日に発生した東日本大震災が日本の産業

界全体に大きな影響を与えたため、平成23年５月10日付の当社「平成23年３月期 決算短信〔日本基

準〕(非連結)」では、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）の第２四半

期(累計)について未定としておりましたが、本日（平成23年８月５日）現時点においての入手可能な情

報及び予測等に基づき、業績予想を策定いたしましたのでお知らせいたします。 

詳細につきましては、本日（平成23年８月５日）別途開示する「業績予想に関するお知らせ」をご参

照ください。 

  

なお、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当社が判断した見通しであり、実

際の業績は様々な要因により予想値と異なる場合があります。 

  

該当事項ありません。 

  

該当事項ありません。 

（３）業績予想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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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 7,165,112 6,405,141

受取手形及び売掛金 6,607,317 7,848,747

商品 74,626 88,613

その他 153,353 64,665

貸倒引当金 △156 △185

流動資産合計 14,000,254 14,406,982

固定資産

有形固定資産 2,041,894 2,033,640

無形固定資産 14,259 13,879

投資その他の資産 2,360,783 2,363,785

固定資産合計 4,416,937 4,411,306

資産合計 18,417,191 18,818,288

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 4,326,258 5,106,929

未払法人税等 407,624 90,817

引当金 143,000 60,000

その他 130,961 151,968

流動負債合計 5,007,843 5,409,715

固定負債

引当金 24,125 24,125

その他 171,393 169,377

固定負債合計 195,518 193,502

負債合計 5,203,362 5,603,217

純資産の部

株主資本

資本金 1,148,000 1,148,000

資本剰余金 1,261,059 1,261,059

利益剰余金 11,379,235 11,382,645

自己株式 △650,471 △650,471

株主資本合計 13,137,823 13,141,233

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 76,006 73,837

評価・換算差額等合計 76,006 73,837

純資産合計 13,213,829 13,215,070

負債純資産合計 18,417,191 18,818,288
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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 4,616,493 5,120,692

売上原価 3,939,610 4,348,564

売上総利益 676,882 772,128

販売費及び一般管理費

配送費 15,177 14,518

役員報酬 19,317 19,317

給料及び手当 200,679 211,001

賞与引当金繰入額 45,000 60,000

法定福利費 32,028 32,569

福利厚生費 12,464 13,075

減価償却費 9,424 8,633

地代家賃 15,435 15,495

その他 79,167 79,656

販売費及び一般管理費合計 428,694 454,268

営業利益 248,187 317,860

営業外収益

受取利息 3,594 3,471

受取配当金 2,869 3,584

仕入割引 15,283 16,483

営業助成金 7,000 10,000

その他 1,057 1,091

営業外収益合計 29,804 34,630

営業外費用

社債利息 64 －

売上割引 759 778

その他 31 22

営業外費用合計 856 800

経常利益 277,135 351,689

税引前四半期純利益 277,135 351,689

法人税、住民税及び事業税 89,000 88,300

法人税等調整額 15,877 59,986

法人税等合計 104,877 148,286

四半期純利益 172,258 203,402
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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) 

該当事項はありません。 

  

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) 

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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