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(百万円未満切捨て)

１．平成24年９月期第１四半期の連結業績（平成23年10月１日～平成23年12月31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 ％

24年９月期第１四半期 993 6.5 2 △61.8 10 413.8 69 －

23年９月期第１四半期 932 2.6 7 △82.8 2 △96.7 △20 －

(注) 包括利益 24年９月期第１四半期 74百万円(－％) 23年９月期第１四半期 △20百万円(－％)

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９月期第１四半期 30 04 －

23年９月期第１四半期 △9 00 －

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

24年９月期第１四半期 4,434 2,144 48.4

23年９月期 4,491 2,082 46.4

(参考) 自己資本 24年９月期第１四半期 2,144百万円 23年９月期 2,082百万円

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

23年９月期 － 0 00 － 5 00 5 00

24年９月期 －

24年９月期(予想) 0 00 － 15 00 15 00

３．平成24年９月期の連結業績予想（平成23年10月１日～平成24年９月30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) 2,055 8.7 76 89.8 69 144.9 56 779.2 24 62

通期 4,160 10.2 197 214.2 183 263.7 150 381.9 65 13



  

 

 

 
  

  

・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連結財務諸表のレビュー手続は終了していま

せん。 

  

・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、添付

資料P２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

  

４．その他

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  －社 (社名)          、除外  －社 (社名)

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
 

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年９月期１Ｑ 2,298,500株 23年９月期 2,298,500株

② 期末自己株式数 24年９月期１Ｑ 126株 23年９月期 126株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年９月期１Ｑ 2,298,374株 23年９月期１Ｑ 2,298,463株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災からの復興需要やサプライチェーン復

旧による企業生産力の回復、さらには各種の政策効果などにより景気は緩やかな回復基調となりました。

しかしながら、欧州の債務問題や米国の景気減速懸念、不安定な為替相場に加えタイの洪水による影響な

どもあり、下振れリスクを抱えた先行き不透明な状況が続いております。このような中、当社グループの

主要販売先である事務機器業界ではタイの洪水による減産の影響が出たものの、生産設備業界での投資回

復基調の継続や自動車業界の生産回復などに支えられ、当第１四半期連結累計期間の売上高は993,140千

円（前年同四半期比60,299千円増）となりました。  

 利益面につきましては、経常利益は10,279千円（前年同四半期比8,278千円増）、四半期純利益は

69,037千円（前年同四半期比89,726千円増）となりました。 

  

（資産） 

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は前連結会計年度末に比べ56,720千円減少の4,434,621

千円となりました。流動資産は現金及び預金が49,124千円減少したこと等により1,983,676千円となりま

した。固定資産は建物及び構築物が12,232千円減少したこと等により2,450,945千円となりました。 

  

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は前連結会計年度末に比べ119,329千円減少の2,289,938

千円となりました。流動負債は1年内償還予定の社債が40,000千円減少したこと等により1,185,209千円と

なりました。固定負債は繰延税金負債が66,221千円、長期借入金が32,274千円それぞれ減少したこと等に

より1,104,728千円となりました。 

  

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は前連結会計年度末に比べ62,608千円増加の

2,144,683千円となりました。株主資本合計は利益剰余金が57,545千円増加したことにより2,172,891千円

となりました。 

  

平成24年９月期の連結業績予想につきましては、平成23年11月９日に公表いたしました数値から変更

はありません。なお、業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作

成したものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって予想と異なる可能性があります。  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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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)

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 881,981 832,856

受取手形及び売掛金 804,482 776,498

商品及び製品 147,266 174,336

仕掛品 25,471 28,249

原材料及び貯蔵品 47,737 58,387

前払費用 17,368 14,654

繰延税金資産 63,026 60,686

その他 35,783 38,006

流動資産合計 2,023,118 1,983,676

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,785,252 1,785,565

減価償却累計額 △876,266 △888,810

建物及び構築物（純額） 908,986 896,754

土地 1,108,032 1,108,032

その他 2,214,593 2,240,171

減価償却累計額 △2,022,444 △2,044,413

その他（純額） 192,148 195,758

建設仮勘定 10,072 －

有形固定資産合計 2,219,240 2,200,545

無形固定資産 24,424 21,841

投資その他の資産   

投資有価証券 98,298 98,603

その他 128,555 132,051

貸倒引当金 △2,295 △2,097

投資その他の資産合計 224,558 228,557

固定資産合計 2,468,223 2,450,945

資産合計 4,491,341 4,434,621
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 611,554 646,561

短期借入金 317,526 289,506

1年内償還予定の社債 123,000 83,000

未払金 39,127 32,577

未払法人税等 19,122 3,978

その他 95,859 129,587

流動負債合計 1,206,189 1,185,209

固定負債   

社債 64,000 64,000

長期借入金 304,112 271,838

繰延税金負債 542,594 476,372

退職給付引当金 169,472 172,264

役員退職慰労引当金 93,555 94,930

その他 29,344 25,323

固定負債合計 1,203,078 1,104,728

負債合計 2,409,267 2,289,938

純資産の部   

株主資本   

資本金 460,421 460,421

資本剰余金 380,421 380,421

利益剰余金 1,274,559 1,332,104

自己株式 △56 △56

株主資本合計 2,115,345 2,172,891

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,122 △2,886

繰延ヘッジ損益 － 108

為替換算調整勘定 △31,149 △25,430

その他の包括利益累計額合計 △33,271 △28,208

純資産合計 2,082,074 2,144,683

負債純資産合計 4,491,341 4,434,621
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
 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22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 932,840 993,140

売上原価 541,114 583,830

売上総利益 391,726 409,310

販売費及び一般管理費 384,225 406,445

営業利益 7,500 2,864

営業外収益   

受取利息 1,219 1,511

受取配当金 190 190

不動産賃貸料 2,230 2,127

為替差益 － 9,188

助成金収入 3,927 －

その他 1,140 675

営業外収益合計 8,708 13,692

営業外費用   

支払利息 3,653 2,820

債権売却損 1,776 1,798

為替差損 7,951 －

不動産賃貸費用 729 640

その他 98 1,019

営業外費用合計 14,208 6,277

経常利益 2,000 10,279

特別利益   

貸倒引当金戻入額 197 －

特別利益合計 197 －

特別損失   

固定資産除却損 140 13

減損損失 1,335 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 11,930 －

特別損失合計 13,406 13

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（△）

△11,208 10,266

法人税、住民税及び事業税 5,394 5,447

法人税等調整額 4,086 △64,218

法人税等合計 9,481 △58,770

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△20,689 69,037

少数株主利益 － －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △20,689 69,037
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 四半期連結包括利益計算書 
 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22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△20,689 69,037

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,794 △764

繰延ヘッジ損益 617 108

為替換算調整勘定 △150 4,335

持分法適用会社に対する持分相当額 △2,298 1,383

その他の包括利益合計 △36 5,063

四半期包括利益 △20,726 74,100

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △20,726 74,100

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。 

  

 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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