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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第1四半期 2,596 △34.8 92 △87.6 110 △88.2 51 △91.5

21年3月期第1四半期 3,984 ― 746 ― 936 ― 603 ―

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

22年3月期第1四半期 4.07 ―

21年3月期第1四半期 47.75 ―

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

22年3月期第1四半期 30,993 27,936 90.1 2,214.77
21年3月期 30,943 27,935 90.3 2,214.71

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  27,936百万円 21年3月期  27,935百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

8.50 ― 8.50 17.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 
連結累計期間

5,700 △29.0 230 △83.5 354 △78.6 230 △78.8 18.23

通期 12,000 △8.8 600 △53.7 860 △48.3 560 △39.2 44.40

－ 1 －



4.  その他 

(1) 期中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）  有  

（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。 

(3) 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（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もの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予測等は、現時点で入手可能な情報および合理的と判断した前提に基づいて作成しておりますが、将来の予測でありリスクや不確定要素を含んでお
ります。したがいまして、実際の業績は業況の変化など、経済情勢の変動等に関わるリスクや不確実性により予想と大きくかけ離れた結果となる可能性が
あります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 インターマーク株式会社 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 13,079,525株 21年3月期  13,079,525株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  466,014株 21年3月期  465,886株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 12,613,557株 21年3月期第1四半期 12,636,008株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年秋以降の世界規模の景気後退の影響を受け、企業収

益の低迷、雇用情勢の悪化などにより実体経済は依然として厳しい状況が続きました。 

 このような経済情勢の中で、電機・情報・通信機器業界など当社グループの主力市場をはじめ、自動車、住

設、工作機械など内需関連市場や環境･エネルギー分野の新成長市場へのソリューション営業活動を強化する一

方、さらなる原価低減、経費節減に注力を続けてまいりました。 

 これらの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は25億９千６百万円(前年同期比34.8％減)、営業利益は

９千２百万円(前年同期比87.6％減)、経常利益は１億１千万円(前年同期比88.2％減)、四半期純利益は５千１

百万円(前年同期比91.5％減)となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ５千万円増加し309億９千３百万円となりまし

た。負債は４千９百万円増加し30億５千７百万円となりました。純資産は０百万円増加し279億３千６百万円と

なりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成21年５月14日に発表した当事業年度の連結業績予想に変更はありません。なお、当社グループを取り巻

く国内外の景気、為替、ユーザーの動向を注視し、連結業績への影響により修正が必要になった場合には適時、

適正に開示します。 

 

４．その他 

(1）期中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） 

 平成21年４月１日に連結子会社であったインターマーク株式会社を吸収合併したため、当第１四半期連結

会計期間より連結子会社の数が減少しております。 

(2）簡便な会計処理および四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

① たな卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実

地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

② 固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として、定率法を採用している資産については、当連結会計年度に係る減価償却費の額を

期間按分して算定する方法によっております。 

③ 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年

度決算において算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しておりま

す。 

④ 経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

⑤ 税金費用ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果

会計適用後の実効税率を合理的に見積もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度以降に経営環境等および一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度末において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

(3）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  

  該当事項はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,221,361 12,437,727

受取手形及び売掛金 2,898,405 2,879,796

有価証券 4,840,252 4,427,024

商品及び製品 299,413 411,786

仕掛品 114,711 134,939

原材料及び貯蔵品 96,852 95,624

その他 609,468 653,434

貸倒引当金 △3,921 △3,989

流動資産合計 21,076,544 21,036,343

固定資産   

有形固定資産   

土地 4,010,601 4,012,501

その他（純額） 3,902,165 3,970,125

有形固定資産合計 7,912,767 7,982,626

無形固定資産   

その他 201,398 159,372

無形固定資産合計 201,398 159,372

投資その他の資産   

投資有価証券 768,064 697,538

その他 1,107,258 1,140,739

貸倒引当金 △72,324 △73,103

投資その他の資産合計 1,802,999 1,765,174

固定資産合計 9,917,164 9,907,173

資産合計 30,993,709 30,943,517

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,423,481 1,443,150

未払法人税等 97,151 99,085

賞与引当金 284,984 191,846

その他 443,542 433,235

流動負債合計 2,249,160 2,167,318

固定負債   

退職給付引当金 502,699 537,749

役員退職慰労引当金 305,620 302,700

その他 193 254

固定負債合計 808,512 840,703

負債合計 3,057,672 3,008,022
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,770,000 2,770,000

資本剰余金 3,915,130 3,915,130

利益剰余金 23,236,993 23,311,761

自己株式 △759,338 △759,202

株主資本合計 29,162,784 29,237,689

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 95,609 52,409

為替換算調整勘定 △1,322,357 △1,354,603

評価・換算差額等合計 △1,226,748 △1,302,194

純資産合計 27,936,036 27,935,494

負債純資産合計 30,993,709 30,943,517
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（２）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20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,984,119 2,596,467

売上原価 2,002,338 1,461,996

売上総利益 1,981,781 1,134,470

販売費及び一般管理費 1,235,127 1,041,998

営業利益 746,653 92,471

営業外収益   

受取利息 37,073 28,898

受取配当金 4,909 3,560

助成金収入 102,546 －

その他 50,618 21,827

営業外収益合計 195,147 54,286

営業外費用   

支払利息 164 120

為替差損 － 33,415

売上割引 1,282 784

その他 4,138 2,160

営業外費用合計 5,585 36,481

経常利益 936,215 110,276

特別利益   

固定資産売却益 173 －

投資有価証券償還益 － 747

貸倒引当金戻入額 － 620

特別利益合計 173 1,368

特別損失   

固定資産売却損 950 －

固定資産除却損 231 514

減損損失 － 10,129

特別損失合計 1,181 10,643

税金等調整前四半期純利益 935,208 101,001

法人税等 331,880 49,632

四半期純利益 603,327 51,368
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(3）継続企業の前提に関する注記 

 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 

 該当事項はありません。 

 

以 上 
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