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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 1,016 33.5 △133 ― △115 ― △65 ―

23年3月期第1四半期 761 △58.0 △241 ― △217 ― △137 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 △73百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △202百万円 （―％）

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1四半期 △8.87 ―

23年3月期第1四半期 △18.25 ―

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3月期第1四半期 10,493 6,791 63.2 896.49
23年3月期 11,089 6,990 61.5 918.96

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  6,633百万円 23年3月期  6,815百万円

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3月期 ― 0.00 ― 15.00 15.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） 0.00 ― 15.00 15.00

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）

（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) 4,418 17.7 80 △21.3 97 △28.8 49 △26.2 6.72
通期 9,541 12.0 214 △18.1 253 △24.3 107 △32.4 14.49



(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 

(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のレビュー手続は終了していません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 

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   ：  無

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3月期1Q 7,920,320 株 23年3月期 7,920,320 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 521,443 株 23年3月期 503,843 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 7,411,652 株 23年3月期1Q 7,512,495 株
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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、東日本大震災が発生した平成23年３月以降、依然として厳し 
      い状況にあるものの、サプライチェーンの復旧に伴い鉱工業生産が回復に転じ、また、企業の設備投資も一部の投
      資計画が先送りされる一方、毀損した生産設備の復旧が押し上げ要因となり、持ち直しの動きもみられます。しか
      し、電力供給不足等による稼働率低下や円高に加え、デフレ、雇用情勢の悪化など懸念材料も多く依然として不透
      明感の強い状況で推移しております。 
       このような状況下、当社グループでは国内外での展示会に積極的に参加し、主力製商品を広くアピールすること
      により、受注獲得に注力してまいりました。また、平成22年８月に子会社が１社増加したことや、円高メリットの
   享受等により売上高、売上総利益は共に増加しましたが、それ以上に震災復旧優先等による検収遅れも生じてお 
   り、その他の段階利益は損失計上となりました。 
       これらの結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は1,016百万円（前年同期比33.5％増）、売上総利益266百万
      円（同53.8％増）、営業損失133百万円（同44.9％減）、経常損失115百万円（同47.1％減）、四半期純損失65百万
      円（同52.1％減）となりました。 

  
報告セグメントに基づく各事業別の概況は以下の通りであります。  
①産業用機械事業  

        当セグメントにおきましては、売上高全体では883百万円（前年同期比38.1％増）でありました。このうち、充 
      填機が27百万円（同82.1％減）、包装機が82百万円（同39.3％減）と減少いたしましたが、これら以外の品目は全
      て増加いたしました。特に製剤機は170百万円（同432.9％増）と好調に推移し、一連ライン146百万円（同 
      339.3％増）、検査装置28百万円（同273.8％増）、改造・調整・修理253百万円（同90.7％増）、部品173百万円 
   （同21.6％増）となっております。 

②工業用ダイヤモンド事業 
 当セグメントにおきましては、売上高105百万円（前年同期比5.4％増）となりました。内訳では、人造ダイヤ 
54百万円（同14.3％減）、原石39百万円（同53.9％増）、パウダー11百万円（同1.9％増）等となっております。 
③その他  
 当セグメントにおきましては、主に坐薬用包装資材の販売で売上高27百万円（前年同期比27.9％増）でありま
す。 
  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 
      当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比595百万円減少し、10,493百万円となりました。 
    これは主としてたな卸資産が371百万円、前渡金が299百万円増加する一方で、受取手形及び売掛金が1,254百万円 
    減少したことによるものです。負債につきましては、前連結会計年度末比396百万円減少し、3,702百万円となりま
  した。これは主として、前受金が472百万円増加する一方で支払手形および買掛金が707百万円減少したことによる
  ものです。純資産は、主として配当金の支払い111百万円により、6,791百万円となり前連結会計年度末比199百万 
  円の減少となりました。 
  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 
      平成24年３月期の第２四半期及び通期の連結業績予想につきましては、平成23年５月16日付けで公表いたしまし
    た業績予想から変更はありません。 
  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 
該当事項はありません。  

  
  
（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 
該当事項はありません。 

  
  
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 
該当事項はありません。 

  
  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）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23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,865,797 3,038,397 
受取手形及び売掛金 3,029,877 1,775,022 
有価証券 349,287 279,293 
商品及び製品 50,716 54,752 
仕掛品 1,045,547 1,417,322 
原材料 64,251 60,178 
前渡金 584,222 884,213 
繰延税金資産 156,634 210,519 
その他 87,935 53,077 
貸倒引当金 △2,836 △1,811 

流動資産合計 8,231,434 7,770,965 
固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 326,463 320,808 
土地 476,274 476,274 
その他（純額） 47,832 44,453 
有形固定資産合計 850,570 841,536 

無形固定資産   
のれん 41,078 38,795 
その他 19,859 19,795 
無形固定資産合計 60,937 58,591 

投資その他の資産   
投資有価証券 1,068,064 1,057,356 
繰延税金資産 232,070 219,959 
長期預金 201,500 100,000 
その他 445,647 446,063 
貸倒引当金 △648 △665 

投資その他の資産合計 1,946,632 1,822,714 

固定資産合計 2,858,139 2,722,842 

資産合計 11,089,574 10,493,807 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 2,428,914 1,721,629 
短期借入金 155,000 95,000 
1年内返済予定の長期借入金 19,920 19,920 
未払法人税等 105,962 3,767 
前受金 164,132 636,800 
賞与引当金 82,040 52,753 
その他 156,885 211,625 
流動負債合計 3,112,855 2,741,497 

固定負債   
長期借入金 71,780 66,800 
繰延税金負債 － 1,944 
退職給付引当金 281,413 261,935 
役員退職慰労引当金 65,697 66,882 
長期未払金 536,567 536,567 
負ののれん 8,575 6,431 
その他 22,609 20,597 
固定負債合計 986,644 961,158 

負債合計 4,099,499 3,702,656 

純資産の部   
株主資本   
資本金 669,700 669,700 
資本剰余金 695,975 695,975 
利益剰余金 5,608,297 5,431,334 
自己株式 △288,887 △297,434 

株主資本合計 6,685,084 6,499,575 
その他の包括利益累計額   
その他有価証券評価差額金 128,105 136,003 
繰延ヘッジ損益 3,403 △1,714 
為替換算調整勘定 △1,178 △815 

その他の包括利益累計額合計 130,330 133,472 
少数株主持分 174,659 158,103 
純資産合計 6,990,074 6,791,151 

負債純資産合計 11,089,574 10,493,807 



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

売上高 761,432 1,016,656 
売上原価 588,350 750,490 
売上総利益 173,082 266,165 
販売費及び一般管理費 414,615 399,279 

営業損失（△） △241,533 △133,114 

営業外収益   
受取利息 8,218 4,272 
受取配当金 11,562 10,042 
負ののれん償却額 2,143 2,143 
その他 5,040 3,074 
営業外収益合計 26,965 19,533 

営業外費用   
支払利息 127 479 
為替差損 － 239 
投資有価証券評価損 3,090 830 
その他 148 151 
営業外費用合計 3,366 1,700 

経常損失（△） △217,934 △115,281 

特別利益   
賞与引当金戻入額 13,925 － 
固定資産売却益 － 1,059 
その他 255 － 

特別利益合計 14,181 1,059 
特別損失   
会員権評価損 － 3,250 
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,036 － 

特別損失合計 7,036 3,250 

税金等調整前四半期純損失（△） △210,790 △117,471 

法人税、住民税及び事業税 1,148 2,900 
法人税等調整額 △77,425 △43,396 

法人税等合計 △76,276 △40,495 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △134,513 △76,975 

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,565 △11,260 

四半期純損失（△） △137,078 △65,715 



（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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

少数株主損益調整前四半期純利益 △134,513 △76,975 
その他の包括利益   
その他有価証券評価差額金 △52,336 7,951 
繰延ヘッジ損益 △15,912 △5,118 
為替換算調整勘定 628 362 

その他の包括利益合計 △67,621 3,195 

四半期包括利益 △202,134 △73,779 

（内訳）   
親会社株主に係る四半期包括利益 △202,934 △62,573 
少数株主に係る四半期包括利益 800 △11,205 



該当事項はありません。  

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

   
Ⅱ 当第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） 
１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

   
  

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）セグメント情報等

  

  

報告セグメント 

その他 合計 調整額 
四半期連結 
損益計算書 
計上額 産業用機械

事業 

工業用ダ
イヤモン
ド事業 

計 

売上高               

外部顧客への売上高 (千円)  639,270  100,439  739,709  21,722   761,432  －  761,432

セグメント間の内部売上高
又は振替高 (千円)       －  －       －      －  －  －  －

計  639,270  100,439  739,709  21,722  761,432  －  761,432

セグメント利益又は損失(△)  △116,955  6,774  △110,181  3,974  △106,207  △135,326  △241,533

  

  

報告セグメント 

その他 合計 調整額 
四半期連結 
損益計算書 
計上額 産業用機械

事業 

工業用ダ
イヤモン
ド事業 

計 

売上高               

外部顧客への売上高 (千円)  883,013  105,868  988,882  27,774  1,016,656  －  1,016,656

セグメント間の内部売上高
又は振替高 (千円)       －  －       －      －  －  －  －

計  883,013  105,868  988,882  27,774  1,016,656  －  1,016,656

セグメント利益又は損失(△)  △24,982  14,708  △10,273  8,596  △1,676  △131,437  △133,114

（５）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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