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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

25年３月期第１四半期  2,991  11.2  61  △72.7  43  △65.3  18  △79.2

24年３月期第１四半期  2,689  6.3  225  －  126  338.4  88  －

（注）包括利益 25年３月期第１四半期 △74百万円（ ％） －   24年３月期第１四半期 85百万円 （ ％） 21.2

  
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  1.90  －

24年３月期第１四半期  9.11  －

  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  17,361  15,626  90.0  1,613.16

24年３月期  18,023  15,789  87.5  1,627.21

（参考）自己資本 25年３月期第１四半期 15,626百万円   24年３月期 15,763百万円 

  
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  － 0.00 － 5.00  5.00

25年３月期  －       
25年３月期（予想）   0.00 － 5.00  5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

平成25年３月期の連結業績予想（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）

  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）  6,170  4.8  280  △37.9  380  21.9  220  212.3  22.71

通期  12,800  2.8  600  △40.8  760  △1.8  450  670.9  46.44

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳

細は、添付資料P.２「２．サマリー情報（注記事項）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」をご確認ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年３月期１Ｑ 10,095,800株 24年３月期 10,095,800株

②  期末自己株式数 25年３月期１Ｑ 409,083株 24年３月期 408,175株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年３月期１Ｑ 9,687,076株 24年３月期１Ｑ 9,689,716株

 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レビュー手続は終了しております。

（将来に関する記述等についてのご注意） 

 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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、添付資料P.２「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。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興需要等により穏やかな回復傾向がみられ

たものの、欧州債務危機を背景とした円高の長期化や、国内電力供給不足による生産活動の制約といった懸念材料

があり、景気の先行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。 

当業界におきましては、政府による住宅取得促進策の効果や、東北エリアの復興需要を中心に新設住宅着工戸

数が平成24年５月まで４ヶ月連続で前年比を上回るなど、持ち直しの傾向にあります。  

 このような状況のなか、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用会社）は、木材関連事業では、主力

製品を含めた収納材全般の拡販、新規需要の開拓等積極的な販売活動を推進いたしました。コスト面では原材料価

格の高騰を受け、製品加工の集約化・効率化・内製化等による変動費の圧縮に継続して取組むなど、収益の確保に

努めてまいりました。電線関連事業では、公共投資の増加が見られましたが、民間設備投資は総じて低調に推移し

たことにより、企業間競争が激化し、厳しい環境での営業展開となりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同四半期比 ％増）、営業利益

百万円（前年同四半期比 ％減）、経常利益 百万円（前年同四半期比 ％減）、四半期純利益 百万円

（前年同四半期比 ％減）となりました。   

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第１四半期連結会計期間末における流動資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少い

たしました。これは主に現金及び預金 百万円の減少、受取手形及び売掛金 百万円の減少、原材料及び貯蔵品

百万円の増加等によるものであります。固定資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減

少いたしました。これは主に投資有価証券 百万円の減少、機械装置及び運搬具が 百万円減少したことによるも

のであります。 

 この結果、総資産は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。 

（負債）  

 当第１四半期連結会計期間末における流動負債は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少い

たしました。これは主に支払手形及び買掛金 百万円の減少、未払金 百万円の減少、賞与引当金 百万円の

減少等によるものであります。固定負債は 百万円となりました。 

 この結果、負債合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減少いたしました。 

（純資産）  

 当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 百万円減

少いたしました。これは主にその他有価証券評価差額金 百万円の減少、利益剰余金 百万円の減少、繰延ヘッジ

損益 百万円の減少等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 

  連結業績予想につきましては、平成24年５月14日の「平成24年３月期 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。   

   

（１）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計上の見積りの変更と区分することが困難な会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、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、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

 これによる当第１四半期連結累計期間の損益への影響額は軽微であります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



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24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,278,816 871,060

受取手形及び売掛金 4,642,836 4,415,839

商品及び製品 581,029 635,304

仕掛品 845,697 763,182

原材料及び貯蔵品 1,685,681 1,885,924

繰延税金資産 82,392 74,722

その他 255,883 172,112

貸倒引当金 △1,910 △1,922

流動資産合計 9,370,426 8,816,224

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 5,275,044 5,293,343

減価償却累計額 △4,120,759 △4,148,725

建物及び構築物（純額） 1,154,284 1,144,618

機械装置及び運搬具 6,786,131 6,816,177

減価償却累計額 △6,274,046 △6,333,271

機械装置及び運搬具（純額） 512,084 482,905

工具、器具及び備品 433,876 424,006

減価償却累計額 △355,056 △350,806

工具、器具及び備品（純額） 78,819 73,200

土地 3,909,103 3,922,097

建設仮勘定 43,242 48,692

その他 28,418 32,310

有形固定資産合計 5,725,953 5,703,823

無形固定資産   

その他 543,521 529,546

無形固定資産合計 543,521 529,546

投資その他の資産   

投資有価証券 621,778 562,747

投資不動産 1,760,064 1,760,064

減価償却累計額 △554,243 △562,027

投資不動産（純額） 1,205,821 1,198,037

繰延税金資産 － 30,259

その他 597,013 561,896

貸倒引当金 △41,253 △41,344

投資その他の資産合計 2,383,359 2,311,595

固定資産合計 8,652,833 8,544,966

資産合計 18,023,260 17,361,190



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,180,547 1,010,618

未払金 445,438 259,253

未払費用 100,832 110,453

未払法人税等 65,579 5,153

未払消費税等 71,547 60,911

賞与引当金 211,407 86,937

その他 34,025 80,166

流動負債合計 2,109,379 1,613,495

固定負債   

繰延税金負債 4,934 345

退職給付引当金 84,049 86,750

役員退職慰労引当金 10,140 10,140

その他 25,419 24,266

固定負債合計 124,543 121,502

負債合計 2,233,922 1,734,998

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,121,000 2,121,000

資本剰余金 1,865,920 1,865,920

利益剰余金 12,025,279 11,995,231

自己株式 △129,944 △130,338

株主資本合計 15,882,255 15,851,812

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 10,717 △43,063

繰延ヘッジ損益 45,660 15,642

為替換算調整勘定 △174,866 △198,198

その他の包括利益累計額合計 △118,489 △225,620

少数株主持分 25,571 －

純資産合計 15,789,337 15,626,192

負債純資産合計 18,023,260 17,361,190



（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23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年６月30日) 

売上高 2,689,149 2,991,325

売上原価 1,676,225 2,041,804

売上総利益 1,012,923 949,520

販売費及び一般管理費   

発送運賃 183,937 186,599

貸倒引当金繰入額 － 15

報酬及び給料手当 255,253 258,871

賞与引当金繰入額 20,247 52,269

退職給付費用 17,506 21,490

その他 310,266 368,731

販売費及び一般管理費合計 787,212 887,977

営業利益 225,711 61,542

営業外収益   

受取利息 5,289 3,607

受取配当金 5,360 5,544

受取賃貸料 24,253 25,299

貸倒引当金戻入額 10,419 －

その他 5,204 6,618

営業外収益合計 50,527 41,070

営業外費用   

持分法による投資損失 289 8,955

為替差損 125,786 31,147

賃貸費用 13,905 17,484

その他 10,162 1,293

営業外費用合計 150,143 58,881

経常利益 126,095 43,732

特別利益   

固定資産売却益 20,894 395

特別利益合計 20,894 395

特別損失   

固定資産除却損 2,757 265

特別損失合計 2,757 265

税金等調整前四半期純利益 144,232 43,862

法人税、住民税及び事業税 12,991 4,918

法人税等調整額 40,499 16,943

法人税等合計 53,491 21,862

少数株主損益調整前四半期純利益 90,741 22,000

少数株主利益 2,428 3,610

四半期純利益 88,312 18,389



（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23年４月１日 

 至 平成23年６月30日) 

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

少数株主損益調整前四半期純利益 90,741 22,000

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △20,012 △53,781

繰延ヘッジ損益 △13,139 △30,017

為替換算調整勘定 28,217 △12,407

その他の包括利益合計 △4,934 △96,206

四半期包括利益 85,807 △74,205

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 82,088 △77,816

少数株主に係る四半期包括利益 3,718 3,610



 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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