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1.  平成24年2月期第3四半期の連結業績（平成23年3月1日～平成23年11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2月期第3四半期 10,825 6.3 238 92.5 260 97.4 143 1.1
23年2月期第3四半期 10,179 △1.0 123 △69.9 131 △67.1 141 △58.2

（注）包括利益 24年2月期第3四半期 ―百万円 （―％） 23年2月期第3四半期 ―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2月期第3四半期 9.03 ―

23年2月期第3四半期 8.94 ―

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2月期第3四半期 11,052 3,391 30.7 213.58
23年2月期 10,210 3,325 32.6 209.38

（参考） 自己資本   24年2月期第3四半期  3,391百万円 23年2月期  3,325百万円

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2月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
24年2月期 ― 0.00 ―

24年2月期（予想） 2.00 2.00

3.  平成24年2月期の連結業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 13,700 2.3 215 9.1 220 7.3 135 △33.8 8.50



(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 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方
法等の変更の有無となります。 

(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
半期連結財務諸表に対する四半期財務諸表のレビュー手続きは、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 
当資料のうち、将来の見通し及び計画に基づく予測は、現時点で入手された情報に基づいて算定しております。 
実際の業績は今後さまざまな要因により、これらの予測数値とは異なる結果となる可能性があります。 
本資料の予測に関する事項は【添付資料】の2ページを参照ください。 

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   ：  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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年2月期3Q 15,902,500 株 23年2月期 15,902,500 株

② 期末自己株式数 24年2月期3Q 22,129 株 23年2月期 21,429 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年2月期3Q 15,880,571 株 23年2月期3Q 15,881,461 株
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１．当四半期の連結業績等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 

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響により打撃を受けた生産活動にお

いて、その後の復旧作業により、製品供給の正常化が進みました。しかしながら、欧州の債務問題やタイの

洪水被害の発生、長引く円高など、経営環境は厳しい状況が続いております。 
当業界におきましても、原材料が高騰するとともに震災の影響から一部の資材調達が不安定になるなどコ

ストと生産活動に苦慮する状況で推移いたしました。 
 このような状況のなか当社グループは、生産面では原材料の上昇を内部コスト削減にて吸収するため、グ

ループ内での生産の効率化を進めるとともに経費削減に努め、一方、販売面では原材料の高騰を製品価格に

反映させ、また、提案型営業の積極的な展開と高機能フィルムの拡販を進めるなど収益の向上に取り組んで

まいりました。 
 この結果、売上高は108億２千５百万円(前年同期比6.3％増)となりました。損益面では、営業利益２億

３千８百万円(前年同期比92.5％増)、経常利益２億６千万円(前年同期比97.4％増)、四半期純利益は、前期

で繰越欠損金が解消されたことにより、当連結会計年度より法人税等を計上したため、１億４千３百万円(前

年同期比1.1％増)となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  （資産、負債及び純資産の状況） 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて８億４千２百万円増加し、110

億５千２百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の増加などによるものであります。 

 負債につきましては、前連結会計年度末に比べて７億７千６百万円増加し、76億６千１百万円となりまし

た。これは主に、支払手形及び買掛金の増加など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て６千６百万円増加し、33億９千１百万円となりました。これは、利

益剰余金の増加などによるものであります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

業績予想につきましては、平成23年４月11日発表の業績予想から修正しておりません。。 

 

 

２．その他の情報 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

 

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

   ① 簡便な会計処理 

     重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

   ② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

     該当事項はありません。 

 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

   ① 「資産除去債務に関する会計基準」の摘要 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日）を適用しております。これに伴う損益に与える影響はありません。 

   ② 表示方法の変更 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表
等規則等の一部を改正する内閣府令(平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、当第３四半
期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 
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３．四半期連結財務諸表等 
 (1)【四半期連結財務諸表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,195,372 1,186,799

受取手形及び売掛金 3,426,453 2,797,459

商品及び製品 697,537 506,745

仕掛品 406,041 256,684

原材料及び貯蔵品 83,202 81,154

その他 129,074 85,635

貸倒引当金 △30,822 △31,223

流動資産合計 5,906,858 4,883,255

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,438,325 2,561,110

機械装置及び運搬具（純額） 844,515 873,768

土地 1,080,667 1,080,876

その他（純額） 76,072 58,235

有形固定資産合計 4,439,580 4,573,990

無形固定資産 77,443 89,568

投資その他の資産   

投資有価証券 571,716 633,200

その他 119,201 88,804

貸倒引当金 △61,982 △58,562

投資その他の資産合計 628,935 663,442

固定資産合計 5,145,959 5,327,001

資産合計 11,052,817 10,210,257

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,272,035 1,759,846

短期借入金 2,804,624 2,741,710

1年内返済予定の長期借入金 81,996 182,930

未払金 1,323,214 1,123,941

未払法人税等 142,668 36,085

賞与引当金 85,872 31,660

その他 316,379 344,792

流動負債合計 7,026,791 6,220,965

固定負債   

長期借入金 184,761 213,942

退職給付引当金 338,590 347,596

役員退職慰労引当金 42,130 37,730

その他 68,845 64,846

固定負債合計 634,326 664,115

負債合計 7,661,117 6,885,080
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,807,750 1,807,750

資本剰余金 786,011 786,011

利益剰余金 807,537 695,820

自己株式 △2,454 △2,386

株主資本合計 3,398,844 3,287,194

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 51,203 90,365

為替換算調整勘定 △58,347 △52,383

評価・換算差額等合計 △7,144 37,982

純資産合計 3,391,699 3,325,177

負債純資産合計 11,052,817 10,210,257
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(2)四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 10,179,334 10,825,330

売上原価 8,723,366 9,234,840

売上総利益 1,455,967 1,590,489

販売費及び一般管理費 1,331,974 1,351,841

営業利益 123,993 238,648

営業外収益   

受取利息 103 108

受取配当金 20,838 22,747

投資有価証券割当益 8,680 －

受取保険料 － 8,332

その他 11,356 13,348

営業外収益合計 40,978 44,537

営業外費用   

支払利息 19,460 15,394

手形売却損 4,041 2,197

その他 9,633 5,383

営業外費用合計 33,134 22,975

経常利益 131,837 260,209

特別利益   

貸倒引当金戻入額 11,907 －

固定資産売却益 18,660 －

特別利益合計 30,568 －

特別損失   

災害損失 － 1,080

固定資産除売却損 2,279 204

投資有価証券評価損 3,656 －

特別損失合計 5,936 1,284

税金等調整前四半期純利益 156,469 258,925

法人税、住民税及び事業税 35,978 149,795

法人税等調整額 △21,434 △34,349

法人税等合計 14,544 115,446

少数株主損益調整前四半期純利益 － 143,479

四半期純利益 141,925 143,479
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(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第3四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第3四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 156,469 258,925

減価償却費 293,192 302,462

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,634 3,659

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,964 △9,005

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,880 4,400

賞与引当金の増減額（△は減少） 48,788 54,212

受取利息及び受取配当金 △20,941 △22,856

支払利息 19,460 15,394

投資有価証券割当益 △8,680 －

投資有価証券評価損益（△は益） 3,656 －

受取保険料 － △8,332

災害損失 － 1,080

固定資産売却益 △18,660 －

固定資産除却損 2,279 204

売上債権の増減額（△は増加） 198,234 △638,918

たな卸資産の増減額（△は増加） △52,811 △347,074

仕入債務の増減額（△は減少） 176,101 518,432

未払金の増減額（△は減少） △445,570 158,969

その他の資産の増減額（△は増加） 243,874 △1,070

その他の負債の増減額（△は減少） △110,019 5,570

その他 3,419 2,906

小計 483,072 298,958

利息及び配当金の受取額 20,775 22,856

利息の支払額 △19,736 △15,027

保険金の受取額 － 8,332

災害損失の支払額 － △1,080

法人税等の支払額 △16,752 △40,415

営業活動によるキャッシュ・フロー 467,359 273,624

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △150,857 △150,684

有形固定資産の売却による収入 44,434 －

無形固定資産の取得による支出 △62,588 △4,572

投資有価証券の取得による支出 △4,583 △4,230

貸付金の回収による収入 550 550

その他 △1,356 △3,186

投資活動によるキャッシュ・フロー △174,400 △162,123
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(単位：千円)

前第3四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第3四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 57,521 64,405

長期借入れによる収入 － 40,000

長期借入金の返済による支出 △222,164 △170,115

配当金の支払額 △31,763 △31,400

その他 △100 △101

財務活動によるキャッシュ・フロー △196,506 △97,211

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,220 △5,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 92,231 8,572

現金及び現金同等物の期首残高 1,150,821 1,186,799

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,243,053 1,195,372

丸東産業株式会社（7894）平成24年２月期　第３四半期決算短信

― 7 ―



 

（４）継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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