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1.  平成24年3月期第1四半期の業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第1四半期 179 99.5 △573 ― △507 ― △310 ―

23年3月期第1四半期 89 5.4 △583 ― △537 ― △341 ―

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 △17.55 ―

23年3月期第1四半期 △19.33 ―

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 24,808 21,754 87.7 1,230.15
23年3月期 26,535 22,374 84.3 1,265.19

（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  21,754百万円 23年3月期  22,374百万円

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 ― ― ― 18.00 18.00

24年3月期 ―

24年3月期（予想） ― ― 18.00 18.00

3.  平成24年3月期の業績予想（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) 2,950 6.3 △540 ― △460 ― △290 ― △16.40

通期 20,000 6.7 2,000 5.0 2,000 4.2 1,200 15.3 67.86



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  有  
（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他

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 19,058,587 株 23年3月期 19,058,587 株

② 期末自己株式数 24年3月期1Q 1,374,179 株 23年3月期 1,374,029 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 17,684,477 株 23年3月期1Q 17,689,212 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については、四半期決
算短信（添付資料）２ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報 （3）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）経営成績に関する定性的情報 

 当社は、石油暖房機器が主力であるため、売上は第３四半期会計期間に集中する傾向があり、第１四半期会計期

間は商談中心の営業活動が行われ売上は僅少であります。  

 一方、物流費を除く販売費及び一般管理費は、売上高に連動せず各四半期ごとにほぼ均等に発生するため、第１

四半期累計期間は営業損失が発生いたします。 

 当第１四半期累計期間におきましても、生産及び営業活動は概ね計画どおりに推移いたしましたが、例年同様に

売上高は僅少でありました。 

 以上の結果、売上高は１億79百万円（前年同期比99.5％増）、営業損失は５億73百万円（前年同期比10百万円

減）、経常損失は５億７百万円（前年同期比30百万円減）、四半期純損失は３億10百万円（前年同期比31百万円

減）となりました。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間末の総資産は、主に現金及び預金の減少による流動資産の減少により、前事業年度末に比

べ17億26百万円減少し、248億８百万円となりました。負債は主に未払法人税等の支払による流動負債の減少によ

り、前事業年度末に比べ11億６万円減少し、30億54百万円となりました。純資産は四半期純損失及び剰余金の配当

による利益剰余金の減少により、前事業年度末に比べ６億20百万円減少し、217億54百万円となり、自己資本比率

は87.7％となりました。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成23年５月９日発表の平成23年３月期決算短信（非

連結）に記載した業績予想に変更はありません。 

  

  

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 当第１四半期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、前事業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）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。 

  

  

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．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,038,784 7,799,651

受取手形及び売掛金 2,875,224 211,545

有価証券 792,903 1,395,448

製品 2,666,760 5,977,815

仕掛品 70,611 103,968

原材料及び貯蔵品 695,688 732,658

繰延税金資産 284,774 483,429

その他 91,009 264,397

貸倒引当金 △5,800 △400

流動資産合計 18,509,958 16,968,515

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,494,259 1,567,776

土地 1,507,877 1,580,245

その他（純額） 1,626,812 1,599,417

有形固定資産合計 4,628,949 4,747,440

無形固定資産 34,937 33,201

投資その他の資産   

投資有価証券 2,969,213 2,672,742

繰延税金資産 337,710 334,079

その他 57,110 55,463

貸倒引当金 △2,671 △2,671

投資その他の資産合計 3,361,363 3,059,613

固定資産合計 8,025,250 7,840,255

資産合計 26,535,208 24,808,770
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期会計期間 
(平成23年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 860,040 1,171,359

未払法人税等 756,859 7,590

賞与引当金 222,059 84,732

製品保証引当金 233,900 213,500

その他 1,054,595 532,898

流動負債合計 3,127,453 2,010,080

固定負債   

再評価に係る繰延税金負債 135,770 135,770

退職給付引当金 203,080 209,545

役員退職慰労引当金 694,500 698,973

固定負債合計 1,033,350 1,044,289

負債合計 4,160,803 3,054,369

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,058,813 4,058,813

資本剰余金 4,526,572 4,526,572

利益剰余金 14,831,566 14,202,832

自己株式 △989,057 △989,152

株主資本合計 22,427,894 21,799,065

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 47,037 55,863

土地再評価差額金 △100,527 △100,527

評価・換算差額等合計 △53,490 △44,664

純資産合計 22,374,404 21,754,401

負債純資産合計 26,535,208 24,808,770
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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22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第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) 

売上高 89,756 179,031

売上原価 51,429 108,625

売上総利益 38,327 70,406

販売費及び一般管理費 622,175 644,136

営業損失（△） △583,848 △573,730

営業外収益   

受取利息 16,278 19,199

受取配当金 6,458 12,219

作業屑収入 17,338 18,094

その他 8,425 27,003

営業外収益合計 48,500 76,517

営業外費用   

複合金融商品評価損 － 9,880

為替差損 490 25

その他 1,813 189

営業外費用合計 2,303 10,095

経常損失（△） △537,651 △507,308

特別利益   

投資有価証券売却益 38 －

貸倒引当金戻入額 7,875 －

その他 270 －

特別利益合計 8,184 －

特別損失   

固定資産売却損 2,782 －

固定資産除却損 730 369

特別損失合計 3,513 369

税引前四半期純損失（△） △532,980 △507,677

法人税、住民税及び事業税 3,750 3,750

法人税等調整額 △194,869 △201,016

法人税等合計 △191,119 △197,266

四半期純損失（△） △341,860 △310,411

-5-



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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