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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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 ％

24年3月期第1四半期 6,027 7.3 83 △72.8 93 △74.2 44 △85.4
23年3月期第1四半期 5,615 8.9 307 31.7 362 41.4 301 22.1

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 120百万円 （△46.5％） 23年3月期第1四半期 225百万円 （―％）

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3月期第1四半期 4.41 ―
23年3月期第1四半期 30.22 ―

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 26,570 12,057 45.4 1,209.27
23年3月期 25,451 12,026 47.2 1,206.16
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  12,056百万円 23年3月期  12,025百万円

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 ― 6.00 ― 9.00 15.00
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 9.00 ― 9.00 18.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（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) 12,000 4.6 220 △65.3 120 △73.7 90 △76.0 9.02
通期 26,000 3.7 580 △42.9 400 △40.3 300 △50.2 30.09



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(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 

(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。 

※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。なお、業績予想に関する事項は、【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）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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 10,331,546 株 23年3月期 10,331,546 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 361,274 株 23年3月期 361,274 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 9,970,272 株 23年3月期1Q 9,968,297 株
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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、円高の進行に加え、東日本大震災の影響による生産

活動の停滞やサプライチェーンの寸断などがあり、一部に復興に向けた回復の兆しが見られたものの総じ

て弱い動きで推移しました。個人消費も雇用・所得環境の不安に加えて、震災以降の防災・節電対応から

生活防衛意識が高まり、また原発事故の影響による安全懸念から消費意欲は減退した状況が続いておりま

す。 

当業界におきましては、震災の影響による落込みは小売段階では限定的でしたが、先行き不安から小売

企業の在庫仕入が見合わされ、製造・卸段階では大幅な受注減となりました。6月からは仕入も回復傾向

が見られますが、先行きは予断を許さない状況です。また金相場が実需とは異なる要因から高騰を続けた

一方、厳しい市場環境から販売価格への転嫁は難しく利益が圧迫される状況が続いております。 

このような情勢のもと当社グループでは、海外向け事業を拡大し、海外子会社からの中国市場攻略も進

め売上を拡大。また国内市場では今後のシェア拡大を目指し、営業部門の人員を強化し商盛期に向けての

礎づくりを進めました。 

以上の結果、当第1四半期連結累計期間の売上高は60億27百万円（前年同四半期比7.3%増）となりまし

たが、国内事業では震災の影響を免れず、また人員強化を行ったため営業利益は83百万円（前年同四半期

比72.8%減）となり、経常利益は93百万円（前年同四半期比74.2%減）、四半期純利益は44百万円（前年同

四半期比85.4%減）となりました。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末の資産は、前連結会計年度末に比べ11億18百万円増加し265億70百万円と
なりました。主な要因はたな卸資産の増加15億24百万円、受取手形及び売掛金の減少4億48百万円等によ
るものであります。 
負債は、前連結会計年度末に比べ10億87百万円増加し145億13百万円となりました。主な要因は支払手

形及び買掛金の増加37百万円や、短期借入金の増加7億80百万円、長期借入金の減少89百万円等によるも
のであります。 
純資産は、前連結会計年度末に比べ30百万円増加し120億57百万円となりました。主な要因は四半期純

利益の増加44百万円によるものであります。 

  

連結業績予想につきましては、平成23年5月19日の決算短信で公表いたしました第2四半期連結累計期間

及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

当第1四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」(企業会計基準第24号 平成21年12月4日)及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月4日)を

適用しております。 

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

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（４）追加情報
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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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,033,858 3,121,106

受取手形及び売掛金（純額） 3,785,303 3,340,446

商品及び製品 6,467,314 7,186,754

仕掛品 1,145,479 2,021,207

原材料及び貯蔵品 544,856 474,265

繰延税金資産 16,990 13,210

その他 366,351 327,834

流動資産合計 15,360,153 16,484,825

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,109,694 5,111,889

その他（純額） 1,710,619 1,658,245

有形固定資産合計 6,820,313 6,770,134

無形固定資産   

のれん 101,500 93,549

その他 815,909 786,207

無形固定資産合計 917,409 879,757

投資その他の資産 2,354,068 2,435,569

固定資産合計 10,091,792 10,085,461

資産合計 25,451,946 26,570,287

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,059,192 1,097,179

短期借入金 6,750,000 7,530,000

未払法人税等 23,671 57,361

繰延税金負債 746 －

賞与引当金 78,530 119,830

その他 1,461,564 1,731,924

流動負債合計 9,373,704 10,536,295

固定負債   

長期借入金 3,494,372 3,404,998

繰延税金負債 93,253 98,511

役員退職慰労引当金 439,550 446,624

その他 24,802 26,668

固定負債合計 4,051,977 3,976,803

負債合計 13,425,682 14,513,098
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,013,529 3,013,529

資本剰余金 2,944,389 2,944,389

利益剰余金 6,182,381 6,136,689

自己株式 △205,624 △205,624

株主資本合計 11,934,675 11,888,983

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 155,791 179,818

繰延ヘッジ損益 1,096 －

為替換算調整勘定 △65,732 △12,049

その他の包括利益累計額合計 91,155 167,769

少数株主持分 431 435

純資産合計 12,026,263 12,057,188

負債純資産合計 25,451,946 26,570,287
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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４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 5,615,898 6,027,993

売上原価 4,178,002 4,659,787

売上総利益 1,437,896 1,368,206

販売費及び一般管理費 1,130,550 1,284,617

営業利益 307,345 83,589

営業外収益   

受取利息 1,350 1,293

受取配当金 13,278 17,906

不動産賃貸料 5,769 6,739

為替差益 27,543 －

デリバティブ評価益 44,585 11,910

保険解約返戻金 － 22,164

その他 9,730 11,140

営業外収益合計 102,257 71,154

営業外費用   

支払利息 37,418 35,962

為替差損 － 8,119

地金品借料 7,470 13,409

その他 2,315 3,917

営業外費用合計 47,204 61,409

経常利益 362,399 93,333

特別利益   

固定資産売却益 1,078 1,464

投資有価証券売却益 － 2,121

貸倒引当金戻入額 3,000 －

特別利益合計 4,078 3,585

特別損失   

固定資産売却損 126 －

固定資産除却損 104 －

特別損失合計 230 －

税金等調整前四半期純利益 366,247 96,919

法人税、住民税及び事業税 63,614 48,950

法人税等調整額 1,357 3,925

法人税等合計 64,971 52,875

少数株主損益調整前四半期純利益 301,275 44,043

少数株主利益 0 3

四半期純利益 301,275 44,040
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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４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 301,275 44,043

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △57,517 24,027

繰延ヘッジ損益 303 △1,096

為替換算調整勘定 △18,651 53,682

その他の包括利益合計 △75,865 76,613

四半期包括利益 225,410 120,657

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 225,410 120,653

少数株主に係る四半期包括利益 0 3
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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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