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1.  平成25年3月期第1四半期の業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 1,862 △33.8 68 △85.2 60 △86.7 40 △85.5
24年3月期第1四半期 2,813 59.2 462 ― 458 ― 277 ―

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

25年3月期第1四半期 5.62 ―
24年3月期第1四半期 38.62 ―

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

25年3月期第1四半期 11,200 3,902 34.8 543.69
24年3月期 11,411 3,995 35.0 556.69
（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  3,902百万円 24年3月期  3,995百万円

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

24年3月期 ― ― ― 15.00 15.00
25年3月期 ―
25年3月期（予想） ― ― 10.00 10.00

3. 平成25年 3月期の業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 4,400 △32.2 160 △89.8 120 △92.2 70 △95.3 9.75
通期 10,000 △19.5 530 △66.9 460 △70.7 280 △80.1 39.00



(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 

（注）詳細は、添付資料P.3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 (２）会計方針の変更・ 会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  注記事項

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   ：  有
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期1Q 7,200,000 株 24年3月期 7,200,000 株
② 期末自己株式数 25年3月期1Q 21,989 株 24年3月期 21,989 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 7,178,011 株 24年3月期1Q 7,178,251 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きの対象外であり、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 
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ページをご覧ください。 
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当第1四半期におけるわが国経済は、東日本大震災や原子力災害の復興・復旧需要等を背景に、企業

の生産活動や個人消費に緩やかな回復の兆しが見られるようになってきたものの、欧州債務危機による

海外経済の減速懸念や円高・株安の進行、不安定な電力供給事情等もあり、景気の先行きは不透明感を

払拭できない状況で推移しました。 

このような事業環境の中、前事業年度に急増した原子力発電所向け呼吸用保護具に対する受注は、引

き続き一定水準以上は維持しているものの、原発事故の処理状況が落ち着きを取り戻したことにより、

大きく減少することが避けられず、売上高は、前年同四半期比３３.８％減の１８億６２百万円となり

ました。 

一方、利益面では、受注の大幅減少に対応して、船引・埼玉両事業所ともに、順次、通常の生産体制

に戻し、材料費及び労務費・外注加工費等の変動費の削減を図りましたが、埼玉新工場の第一期工事分

の稼働に伴う諸経費増もあり、製品原価率は前年同四半期比で約５ポイント悪化しました。この結果、

売上総利益は前年同四半期比４１.４％減の６億８２百万円となりました。 

また、販売費及び一般管理費については、売上高の減少に伴う人件費・諸経費の削減に注力しました

が、新製品拡販準備等もあり、前年同四半期比では１２.５％減に止まる６億１３百万円となりまし

た。 

以上の結果、営業利益６８百万円（前年同四半期比８５.２％減）、経常利益６０百万円（前年同四

半期比８６.７％減）、四半期純利益４０百万円（前年同四半期比８５．５％減）と、予想には織り込

み済みではありますが、大幅な減収減益決算となりました。 

  

当第１四半期末の総資産は、前事業年度末に比べて、２億１１百万円減少の１１２億円、負債合計は

１億１８百万円減少の７２億９７百万円となり、純資産は９３百万円減少の３９億２百万円となりまし

た。この結果、当第１四半期末時点での自己資本比率は３４.８％となりました。 

  

平成２４年５月１１日に公表いたしました業績予想につきましては、変更はございません。 

  

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は法人税の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得した有形固定

資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 これによる当第１四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,232,495 1,501,820

受取手形及び売掛金 3,283,753 2,461,964

商品及び製品 1,377,804 1,500,768

仕掛品 184,639 189,462

原材料及び貯蔵品 1,079,807 1,047,832

その他 364,631 341,412

貸倒引当金 △343 △269

流動資産合計 7,522,790 7,042,993

固定資産   

有形固定資産 3,132,102 3,440,384

無形固定資産 101,521 106,097

投資その他の資産 655,435 610,838

固定資産合計 3,889,059 4,157,320

資産合計 11,411,850 11,200,313

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,467,899 2,025,617

短期借入金 500,000 1,799,900

1年内返済予定の長期借入金 479,200 459,200

1年内償還予定の社債 211,300 211,300

賞与引当金 202,747 63,059

その他 1,593,087 751,308

流動負債合計 5,454,233 5,310,384

固定負債   

社債 318,250 232,600

長期借入金 767,600 907,800

退職給付引当金 371,959 368,533

その他 503,906 478,367

固定負債合計 1,961,715 1,987,301

負債合計 7,415,949 7,297,685
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 570,000 570,000

資本剰余金 272,577 272,577

利益剰余金 3,042,220 2,974,866

自己株式 △10,923 △10,923

株主資本合計 3,873,873 3,806,519

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 122,027 96,107

評価・換算差額等合計 122,027 96,107

純資産合計 3,995,900 3,902,627

負債純資産合計 11,411,850 11,200,313
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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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,813,330 1,862,866

売上原価 1,649,410 1,180,751

売上総利益 1,163,920 682,114

販売費及び一般管理費 701,202 613,603

営業利益 462,718 68,510

営業外収益   

受取利息 256 357

受取配当金 4,770 5,134

受取賃貸料 93 114

受取保険金 8,227 －

その他 4,522 4,498

営業外収益合計 17,869 10,104

営業外費用   

支払利息 17,168 11,298

手形売却損 1,965 2,525

その他 2,562 3,843

営業外費用合計 21,696 17,667

経常利益 458,891 60,947

特別損失   

固定資産除却損 902 62

災害による損失 8,309 －

特別損失合計 9,211 62

税引前四半期純利益 449,680 60,885

法人税、住民税及び事業税 145,201 1,511

法人税等調整額 27,278 19,057

法人税等合計 172,479 20,569

四半期純利益 277,200 40,316
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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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