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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 1,238 4.1 81 3.5 57 8.7 25 81.8
23年3月期第1四半期 1,189 15.9 79 18.6 52 0.9 14 19.1

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 41百万円 （233.5％） 23年3月期第1四半期 12百万円 （―％）

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 2.76 ―
23年3月期第1四半期 1.52 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 6,853 2,053 28.8
23年3月期 7,005 2,035 28.0
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  1,973百万円 23年3月期  1,958百万円

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 ― 2.50 2.50
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 2.50 2.50

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) 2,510 △3.7 150 △26.1 90 △39.2 60 △4.8 6.37
通期 5,300 △3.2 370 △18.7 240 △32.0 140 △36.9 14.87



(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、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）3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 10,000,000 株 23年3月期 10,000,000 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 586,919 株 23年3月期 586,919 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 9,413,081 株 23年3月期1Q 9,414,871 株
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当第１四半期連結累計期間のわが国経済は東日本大震災による生産活動の停滞に加え、原子力発電所

事故による電力不足、円高等の景気下押し要因も多く、先行きは不透明な状況で推移しました。 

このような状況の下、当社グループは企業体質の改善・強化を目指した２０１１年度から２０１３年

度までの中期経営計画を策定し、その初年度である２０１１年度の経営スローガンを２０１０年度に引

き続き、「グループ全員一丸となり、変化を恐れず、新たな価値を創造します」とし、各社・各部門・

各職位の役割を明確化させ、日々変わりゆく市場ニーズ・ウォンツに即応し、新たな価値を提供し続け

る体制を築くことに取り組んでまいりました。その結果、売上高は前年同期比４.１％増の１２億３千

８百万円（前年同期１１億８千９百万円）となり、利益面では、営業利益で同３．５％増の８千１百万

円（同７千９百万円）、経常利益で同８．７％増の５千７百万円（同５千２百万円）、四半期純利益で

同８１．８％増の２千５百万円（同１千４百万円）となりました。 

  

セグメントの業績を示すと、次のとおりです。 

＜金属製品事業＞ 

国内売上におきまして、ハンドツール部門では電設工具の売上回復に加え、東日本大震災よりの復興

需要と見られる万力類の増加もあり、総じて堅調に推移しました。ファスニング部門では前期に多数発

生した工業用ファスナーの需要案件数が落ち着きを見せたことにより売上が減少しており、切削工具部

門では新商品の投入などにより増加いたしました。海外売上におきましては、ハンドツール部門では韓

国向けにニッパー類の減少はありましたが、拡販努力によりレンチ類や電設工具が増加しました。ファ

スニング部門ではエアーリベッターが欧米向けに回復しました。その結果、金属製品事業の合計売上高

は前年同期比４.９％増の１１億７千２百万円（前年同期１１億１千８百万円）となりました。利益面

では、人件費の増加はありましたが、増収効果とその他の経費削減により、営業利益は前年同期比２

８.５％増の５千６百万円（前年同期４千４百万円）となりました。 
  

＜レジャーその他事業＞ 

高気温などの天候影響により、ゴルフ練習場への入場者数が減少したことに加え、お客様一人当たり

の売上高についても低下し、売上高は前年同期比７.３％減の６千５百万円（前年同期７千１百万円）

となり、営業利益は設備のリニューアル費用の発生もあって、前年同期比２７.８％減の２千５百万円

（前年同期３千５百万円）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は６８億５千３百万円となり、前連結会計年度末に比べ

１億５千１百万円減少しました。 
  

＜資産＞ 

流動資産は前連結会計年度末比１億５百万円減の３９億３千万円となりました。これは主に現金及び

預金やたな卸資産が増加する一方で、受取手形及び売掛金が減少したことによるものです。 

固定資産は同４千５百万円減の２９億２千２百万円となりました。これは投資有価証券の増加がありま

したものの、有形固定資産が減価償却によって減少したことによるものです。 
  

＜負債＞ 

流動負債は前連結会計年度末比７千万円減の３１億４千２百万円となりました。これは主に買掛金の

増加がありましたが、未払法人税等が減少したことによるものです。 

固定負債は同９千８百万円減の１６億５千８百万円となりました。これは主に長期借入金及びリース債

務の減少によるものです。 

１．当四半期決算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

（２）連結財政状態に関する定性的情報
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＜純資産＞ 

純資産は前連結会計年度末に比し１千７百万円増加し、２０億５千３百万円となりました。これは利

益剰余金については配当金支払いによる減少要因はありましたが、四半期純利益の計上により増加し、

また、その他有価証券評価差額金についても増加したことによるものです。 

  

当第１四半期業績は、概ね当初に想定した範囲内で推移しており、平成23年5月13日に発表いたしま

した業績予想に変更はありません。 

なお、業績予想につきましては、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。 

  
  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）連結業績予想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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）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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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 1,405,368 1,425,900

受取手形及び売掛金 1,093,656 892,944

商品及び製品 905,358 970,495

仕掛品 271,781 281,276

原材料及び貯蔵品 226,850 221,990

その他 140,680 142,693

貸倒引当金 △8,044 △4,676

流動資産合計 4,035,652 3,930,625

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 1,034,090 1,016,556

土地 738,508 738,508

その他（純額） 844,295 822,542

有形固定資産合計 2,616,894 2,577,608

無形固定資産 55,284 53,264

投資その他の資産 296,643 292,012

固定資産合計 2,968,823 2,922,885

繰延資産 899 359

資産合計 7,005,374 6,853,870

負債の部

流動負債

買掛金 240,381 274,725

短期借入金 1,947,436 1,930,774

1年内償還予定の社債 500,000 500,000

未払法人税等 74,135 12,422

その他 450,999 424,117

流動負債合計 3,212,952 3,142,039

固定負債

長期借入金 1,343,452 1,262,161

退職給付引当金 28,863 29,524

役員退職慰労引当金 3,120 3,120

その他 381,449 363,998

固定負債合計 1,756,884 1,658,803

負債合計 4,969,837 4,800,843
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（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)

純資産の部

株主資本

資本金 960,000 960,000

資本剰余金 491,045 491,045

利益剰余金 633,880 636,294

自己株式 △148,354 △148,354

株主資本合計 1,936,572 1,938,986

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 22,316 34,516

その他の包括利益累計額合計 22,316 34,516

少数株主持分 76,648 79,523

純資産合計 2,035,537 2,053,026

負債純資産合計 7,005,374 6,853,870
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（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 1,189,409 1,238,544

売上原価 773,867 803,826

売上総利益 415,541 434,718

販売費及び一般管理費

給料及び手当 116,079 120,332

その他 220,296 232,412

販売費及び一般管理費合計 336,375 352,744

営業利益 79,166 81,974

営業外収益

受取利息 75 83

受取配当金 780 2,599

その他 4,816 4,132

営業外収益合計 5,672 6,815

営業外費用

支払利息 20,325 18,713

売上割引 10,303 11,712

その他 1,744 1,345

営業外費用合計 32,374 31,771

経常利益 52,464 57,017

特別利益 128 －

特別損失

固定資産除却損 33 348

子会社株式売却損 711 －

その他 50 －

特別損失合計 795 348

税金等調整前四半期純利益 51,797 56,669

法人税等 35,597 28,184

少数株主損益調整前四半期純利益 16,200 28,485

少数株主利益 1,927 2,538

四半期純利益 14,272 25,946
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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 16,200 28,485

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △3,900 12,535

その他の包括利益合計 △3,900 12,535

四半期包括利益 12,299 41,021

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 10,495 38,146

少数株主に係る四半期包括利益 1,803 2,874
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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） 
  

 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 

 
(注) １  当社には、報告セグメントに含まれない事業セグメントはありません。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

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） 
  
 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 

 
(注) １  当社には、報告セグメントに含まれない事業セグメントはありません。 

２  セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しております。 

  

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

【セグメント情報】

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
四半期連結損
益計算書計上
額(注)２金属製品事業

レジャーその他
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,118,273 71,136 1,189,409 ― 1,189,409 1,189,409

  セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,118,273 71,136 1,189,409 ― 1,189,409 1,189,409

セグメント利益 44,034 35,132 79,166 ― 79,166 79,166

(単位：千円)

報告セグメント
その他
(注)１

合計
四半期連結損
益計算書計上
額(注)２金属製品事業

レジャーその他
事業

計

売上高

  外部顧客への売上高 1,172,572 65,972 1,238,544 ― 1,238,544 1,238,544

  セグメント間の 
  内部売上高又は振替高

― ― ― ― ― ―

計 1,172,572 65,972 1,238,544 ― 1,238,544 1,238,544

セグメント利益 56,602 25,371 81,974 ― 81,974 81,974

（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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