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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 2,053 12.4 △21 ― △31 ― △41 ―

23年3月期第1四半期 1,825 △6.7 △37 ― △48 ― △48 ―

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 △2.93 ―

23年3月期第1四半期 △3.49 ―

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

24年3月期第1四半期 5,105 604 11.8 43.08
23年3月期 5,259 668 12.7 47.63

（参考） 自己資本  24年3月期第1四半期  604百万円 23年3月期  668百万円

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 ― 0.00 0.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

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  ：  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

第2四半期(累計) 4,100 △2.5 0 ― △25 ― △39 ― △2.77

通期 9,500 △0.4 85 18.3 35 80.1 19 577.7 1.35



(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 14,066,208 株 23年3月期 14,066,208 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 29,664 株 23年3月期 29,664 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 14,036,544 株 23年3月期1Q 14,040,455 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 
１．上記の業績予想につきましては、平成23年５月６日に公表しました内容から変更しておりません。 
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、様々な要因によって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当たっての注意事項については、２ページ（３）「業
績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第１四半期におけるわが国経済は、３月に発生した東日本大震災の影響により極めて深刻な人的・物的損

失が生じ、その後の電力不足及び放射能物質の影響は日本国内にとどまらず世界に波及する様相を見せており

ます。これらにより、それまでの持ち直しの動きは完全に途切れ、加えて米国の景気回復の遅れや欧州の財政

危機等による円高が続いており、先行きは不透明な状況にあります。  

 このような状況の中当社は、先に策定いたしました中期経営計画（平成24年３月期を初年度とする３ヵ年計

画）に基づき、「伝統的既存商権の拡充」と「新規商権の伸長」を基本戦略とし、提案型取引の積極的推進、

持続可能な安定商権の構築、前期に芽の出た商権の大きな成長、新たな商権・商材の開拓等を通して「収益力

の最大化」に取り組んでまいりました。なかでも大手優良取引先への寝装用原料の販売が拡大・定着し、農業

用資材の拡販、欧州向け生地輸出等が好調に推移し、売上高、利益とも当初予想及び前年同期を大幅に上回る

こととなりました。 

  その結果、売上高は20億53百万円（前年同期18億25百万円）と増収となり、当初予想を大幅に上回ることと

なりました。利益面でも営業利益は△21百万円（前年同期△37百万円）、経常利益は△31百万円（前年同期

△48百万円）と増益となり、当初予想を大幅に上回ることとなりました。本年５月に本社事務所を移転したこ

とに伴う費用９百万円を特別損失に計上したため、四半期純利益は△41百万円（前年同期△48百万円）となり

ました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産）  

 当第１四半期会計期間末における資産合計は、前事業年度末の52億59百万円に比し１億54百万円減少し、51

億５百万円となりました。減少の主因は、季節的な要因による商量の減少に伴い、受取手形及び売掛金の売上

債権が４億61百万円減少したためであります。 

（負債）  

 当第１四半期会計期間末における負債合計は、前事業年度末の45億９百万円に比し90百万円減少し、45億円

となりました。減少の主因は、売上債権の減少と同様に季節的な要因による商量の減少に伴い、支払手形及び

買掛金の仕入債務が２億36百万円減少したためであります。 

（純資産） 

 当第１四半期会計期間末における純資産合計は、前事業年度末の６億68百万円に比し、63百万円減少し、６

億４百万円となりました。減少の主因は、当第１四半期純損失を41百万円計上した事に加え、繰延ヘッジ損益

が15百万円減少したためであります。 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第1四半期の業績につきましては、売上高、利益とも当初予想を大幅に上回ったものの、今後は東日本大震

災及びそれに伴う原子力発電所の事故による影響も懸念されているところであります。従いまして、現在のと

ころ平成23年５月６日発表の第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。  

  

（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。  

  

  

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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期財務諸表 
（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 430,154 634,929

受取手形及び売掛金 2,932,649 2,471,392

商品 778,501 866,437

その他 83,411 113,492

貸倒引当金 △19,011 △17,268

流動資産合計 4,205,704 4,068,981

固定資産   

有形固定資産 562,194 591,690

無形固定資産 5,921 6,171

投資その他の資産 485,617 438,489

固定資産合計 1,053,733 1,036,351

資産合計 5,259,438 5,105,333

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,058,185 1,821,569

短期借入金 1,905,264 2,039,464

未払法人税等 3,082 1,128

賞与引当金 10,900 5,414

その他 217,178 200,552

流動負債合計 4,194,610 4,068,128

固定負債   

長期借入金 129,573 153,432

役員退職慰労引当金 23,353 25,453

その他 243,309 253,604

固定負債合計 396,235 432,490

負債合計 4,590,846 4,500,619

純資産の部   

株主資本   

資本金 703,310 703,310

資本剰余金 138,353 138,353

利益剰余金 △457,315 △498,468

自己株式 △2,288 △2,288

株主資本合計 382,059 340,907

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,878 473

繰延ヘッジ損益 5,452 △9,867

土地再評価差額金 273,201 273,201

評価・換算差額等合計 286,532 263,806

純資産合計 668,591 604,714

負債純資産合計 5,259,438 5,105,333
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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 1,825,906 2,053,070

売上原価 1,713,691 1,928,333

売上総利益 112,215 124,736

販売費及び一般管理費 149,222 146,503

営業損失（△） △37,007 △21,766

営業外収益   

受取利息 568 342

受取配当金 1,157 1,167

受取賃貸料 4,620 3,900

その他 0 1,836

営業外収益合計 6,346 7,247

営業外費用   

支払利息 13,635 12,838

賃貸収入原価 4,268 3,851

その他 129 111

営業外費用合計 18,033 16,801

経常損失（△） △48,695 △31,320

特別損失   

本社移転費用 － 9,582

特別損失合計 － 9,582

税引前四半期純損失（△） △48,695 △40,902

法人税、住民税及び事業税 250 250

法人税等調整額 － －

法人税等合計 250 250

四半期純損失（△） △48,945 △41,152
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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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