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（百万円未満切捨て） 

１．平成24年３月期第２四半期の連結業績（平成23年４月１日～平成23年９月30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３月期第２四半期 6,612 △1.0 110 － 44 － △305 －
23年３月期第２四半期 6,680 △3.7 △133 － △173 － 167 －
（注）包括利益  24年３月期第２四半期  △282百万円（－％）  23年３月期第２四半期152百万円（－％） 

 

 
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２四半期 △326.34 －
23年３月期第２四半期 179.34 －
 
(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３月期第２四半期 13,027 2,393 17.8 
23年３月期 13,160 2,674 19.8 
（参考）自己資本    24年３月期第２四半期  2,317百万円  23年３月期  2,608百万円 

 
２．配当の状況 

 

 
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） 

 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 13,900 △0.6 540 58.8 450 92.7 60 △73.5 64.16
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：有 

 

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 － 0.00  
24年３月期(予想)  － 0.00 0.00 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：無 



 

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

（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 

①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ：有 
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３月期２Ｑ 935,142株 23年３月期 935,142株
②  期末自己株式数 24年３月期２Ｑ －株 23年３月期 －株
③  期中平均株式数(四半期累計) 24年３月期２Ｑ 935,142株 23年３月期２Ｑ 935,142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、四半期連結財務諸表に対する四半期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 

平成23年５月13日に公表いたしました通期の連結業績予想は、本資料において修正しております。 
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）２ページ「連結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．当四半期決算に関する定性的情報 

 

(1)  連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期における業績の進捗状況等を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成23年５月13日に

公表した平成24年３月期通期業績予想を修正しております。 

詳細につきましては、本日別途開示しております「営業外収益、営業外費用および特別損失の発生ならび

に平成24年３月期第２四半期業績予想との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照くだ

さい。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

 

(1)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

（会計方針の変更） 

「１株当たり当期純利益に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平成22

年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第４号 平

成22年６月30日）を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するストッ

ク・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプショ

ンの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しております。 

なお、これによる潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額に与える影響はありません。 
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 698 850 

受取手形及び売掛金 2,753 2,737 

商品及び製品 982 956 

仕掛品 450 441 

原材料及び貯蔵品 255 217 

その他 1,729 1,278 

貸倒引当金 △34 △33 

流動資産合計 6,834 6,448 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,517 2,374 

土地 1,968 1,968 

その他（純額） 417 385 

有形固定資産合計 4,903 4,728 

無形固定資産   

その他 49 121 

無形固定資産合計 49 121 

投資その他の資産   

長期貸付金 5,623 6,225 

その他 1,914 1,745 

貸倒引当金 △6,166 △6,242 

投資その他の資産合計 1,372 1,728 

固定資産合計 6,325 6,578 

資産合計 13,160 13,027 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,726 1,815 

短期借入金 5,268 5,156 

未払法人税等 246 19 

賞与引当金 38 38 

資産除去債務 － 41 

その他 1,609 2,074 

流動負債合計 8,889 9,146 

固定負債   

退職給付引当金 447 462 

債務保証損失引当金 538 440 

資産除去債務 115 74 

その他 494 510 
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

固定負債合計 1,595 1,487 

負債合計 10,485 10,634 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,286 6,286 

資本剰余金 7,577 7,577 

利益剰余金 △11,241 △11,546 

株主資本合計 2,622 2,317 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △14 △0 

その他の包括利益累計額合計 △14 △0 

新株予約権 20 21 

少数株主持分 46 55 

純資産合計 2,674 2,393 

負債純資産合計 13,160 13,027 
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 6,680 6,612 

売上原価 4,963 4,816 

売上総利益 1,716 1,796 

販売費及び一般管理費   

給料手当及び賞与 570 569 

その他 1,280 1,116 

販売費及び一般管理費合計 1,850 1,685 

営業利益又は営業損失（△） △133 110 

営業外収益   

受取利息 19 19 

受取配当金 0 0 

未払消費税戻入益 13 － 

債務保証損失引当金戻入額 － 123 

貸倒引当金戻入額 － 52 

その他 21 13 

営業外収益合計 53 208 

営業外費用   

支払利息 63 64 

貸倒引当金繰入額 － 126 

その他 30 82 

営業外費用合計 93 274 

経常利益又は経常損失（△） △173 44 

特別利益   

投資有価証券売却益 45 94 

債務保証損失引当金戻入額 194 － 

債務免除益 － 29 

棚卸資産等受贈益 124 － 

その他 55 5 

特別利益合計 420 129 

特別損失   

減損損失 11 76 

貸倒引当金繰入額 184 － 

事業構造改善費用 － 309 

その他 159 47 

特別損失合計 356 433 

税金等調整前四半期純損失（△） △108 △258 

法人税、住民税及び事業税 32 17 

法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税
額

△49 △0 

法人税等調整額 23 20 

過年度法人税等戻入額 △275 － 
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

法人税等合計 △268 38 

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（△）

159 △296 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8 8 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 167 △305 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △8 8 

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（△）

159 △296 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △6 14 

その他の包括利益合計 △6 14 

四半期包括利益 152 △282 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 161 △290 

少数株主に係る四半期包括利益 △8 8 
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30日） 

該当事項はありません。 
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