
 
 

                                           
           
平成 27年９月 10日 

各     位 

会 社 名   サンリン株式会社 

代表者名   代表取締役社長      柳澤 勝久 

（ＪＡＳＤＡＱ・コード 7486） 

問合せ先  

役職・氏名 常務取締役管理本部長 大槻 清人 

電話 0263－97－3030 

 

 

（訂正）「平成 24年３月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結）」の一部訂正について 

 

当社は、平成 23年８月９日に開示いたしました「平成 24年３月期 第１四半期決算短信〔日

本基準〕（連結）」の一部を訂正しましたので、お知らせいたします。 

 

記 

 

１． 訂正内容と理由 

訂正内容と理由につきましては、別途、本日（平成 27年９月 10日）付「平成 28年３月

期 第１四半期決算短信及び過年度に係る決算短信等（訂正版）の公表について」にて開示

しておりますのでご参照ください。 

 

２．訂正箇所 

   訂正箇所が多数に及ぶため、訂正前及び訂正後の全文をそれぞれ添付し、訂正の箇所には

下線を付して表示しております。 

以上 

 
 
 



  （訂正後） 

  

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 

  

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 

  

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） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 

  

 

平成24年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成23年８月９日

上場会社名 サンリン株式会社 上場取引所  大

コード番号 7486 ＵＲＬ  http://www.sanrinkk.co.jp 

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）柳澤  勝久 

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部経理部長 （氏名）塩原  規男 ＴＥＬ  0263-97-3030 

四半期報告書提出予定日 平成23年８月12日     

配当支払開始予定日 －     

四半期決算補足説明資料作成の有無：無   

四半期決算説明会開催の有無      ：無   

  （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 ％ 

24年３月期第１四半期  6,428  △3.5  259 34.9  301  23.3  114  7.6

23年３月期第１四半期  6,660  11.2  192 △11.6  244  △6.9  106  △15.4

（注）包括利益 24年３月期第１四半期 百万円63 （ ％） 877.0   23年３月期第１四半期 6百万円 （ ％） －

  
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  9.81  －

23年３月期第１四半期  9.11  －

  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 19,809 13,152  66.3

23年３月期 20,680 13,299  64.2

（参考）自己資本 24年３月期第１四半期 百万円13,126   23年３月期 13,273百万円 

  
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 
23年３月期  － 0.00 － 18.00  18.00

24年３月期  －       
24年３月期（予想）   0.00 － 18.00  18.00

  （％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）

  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）  13,000  1.5 250 21.8 350 15.5  220  70.5  18.90

通期  31,000  3.3 850 1.0 1,000 △1.1  530  1.5  45.53



４．その他 

（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 

新規  －社  （社名）              、除外  －社  （社名） 

  

（２）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、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（その他）に関する情報  (2）四半期連結財務諸表の作成に

特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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 

  

（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 

（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、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」をご覧下さい。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期１Ｑ 12,300,000株 23年３月期 12,300,000株

②  期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 660,374株 23年３月期 660,374株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 11,639,626株 23年３月期１Ｑ 11,641,104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、一部に景気回復の兆しが見られていたものの、甚大な被害を

もたらした東日本大震災が日本経済に大きな打撃を与え、原発事故に伴う電力供給不足による景気回復の減速懸

念、中東・北アフリカの政情不安による原油価格の高騰懸念や円高の進行など、先行き不透明な状況で推移いたし

ました。 

 当社グループの主要事業でありますエネルギー業界におきましては、福島第一原発の事故によって業界を取り巻

く環境は一変し、原子力に依存しすぎた政策の見直しとエネルギー業界再編が喫緊の課題となっております。 

 このような状況のもとで、当社グループは、従来より提案してまいりました「エネルギーのベストミックス」に

よってこそ、社会コストも含めたあらゆる諸問題に耐え得るエネルギー供給構造を実現できるものと確信し、環境

に優しいＬＰガスや太陽光発電等の再生可能エネルギーを含めたトータルな提案営業を積極的に行い、エネルギー

利用の高効率化を推進する一方、徹底したコスト削減や適正利益の確保に努めてまいりました。 

 当第１四半期連結累計期間の業績は、東日本大震災の影響により、特に業務用燃料類の販売数量が前年同期に比

べて減少したこと等により、売上高は6,428百万円（前年同四半期比3.5％減）となりましたが、適正利益の確保、

経費削減等により、営業利益は259百万円（前年同四半期比34.9％増）、経常利益は301百万円（前年同四半期比

23.3％増）となりました。また、当第１四半期純利益は114百万円（前年同四半期比7.6％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金の減少等により、前期末比870百万円減の

19,809百万円となりました。 

 負債は、前期末比723百万減の6,657百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金494百万円の減

少、賞与引当金139百万円の減少等によるものであります。 

 純資産は、その他有価証券評価差額金の減少等により前期末比147百万円減の13,152百万円となりました。この

結果、自己資本比率は66.3％となりました。 

  

（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、性質上季節的変動が大きい灯油及びＬＰガス等のエネルギー関連事業の第３四半

期及び第４四半期に占めるウェイトが高く、また、為替や原油価格の動向、燃料類の仕入価格や気候の変動等、当

社グループの売上高及び利益面における価格及び数量に対し不確定な要素を含むため、現時点では平成23年５月13

日発表時の業績予想の修正は行っておりません。  

  

   

（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  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の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

るため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②固定資産の減価償却の方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する方法によって

おります。   

  

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
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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：百万円）

          
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 3,782 4,094

    受取手形及び売掛金 3,562 2,517

    商品及び製品 1,227 1,333

    仕掛品 7 21

    原材料及び貯蔵品 197 253

    繰延税金資産 151 121

    その他 117 106

    貸倒引当金 △11 △5

    流動資産合計 9,036 8,441

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物 7,976 7,945

        減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,325 △6,323

        建物及び構築物（純額） 1,650 1,621

      機械装置及び運搬具 4,343 4,302

        減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,653 △3,650

        機械装置及び運搬具（純額） 690 651

      工具、器具及び備品 2,301 2,230

        減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,973 △1,920

        工具、器具及び備品（純額） 327 309

      土地 5,722 5,592

      建設仮勘定 27 32

      有形固定資産合計 8,418 8,208

    無形固定資産     

      その他 246 256

      無形固定資産合計 246 256

    投資その他の資産     

      投資有価証券 2,242 2,146

      繰延税金資産 362 392

      差入保証金 227 226

      その他 193 183

      貸倒引当金 △46 △45

      投資その他の資産合計 2,979 2,903

    固定資産合計 11,644 11,368

  資産合計 20,680 19,809
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（単位：百万円）

      
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 2,414 1,920

    短期借入金 2,452 2,452

    1年内返済予定の長期借入金 129 94

    リース債務 0 0

    未払法人税等 63 102

    賞与引当金 234 94

    その他 445 479

    流動負債合計 5,740 5,144

  固定負債     

    長期借入金 199 209

    リース債務 2 2

    繰延税金負債 124 93

    退職給付引当金 790 795

    役員退職慰労引当金 333 212

    資産除去債務 15 22

    その他 174 177

    固定負債合計 1,639 1,513

  負債合計 7,380 6,657

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 1,512 1,512

    資本剰余金 1,246 1,246

    利益剰余金 10,754 10,658

    自己株式 △341 △341

    株主資本合計 13,172 13,075

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 101 50

    その他の包括利益累計額合計 101 50

  少数株主持分 26 26

  純資産合計 13,299 13,152

負債純資産合計 20,680 19,809
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（第１四半期連結累計期間） 

  

（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）

（単位：百万円）

    
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 6,660 6,428

売上原価 5,098 4,847

売上総利益 1,562 1,580

販売費及び一般管理費     

  給料及び手当 454 450

  退職給付費用 8 28

  役員退職慰労引当金繰入額 10 8

  その他の人件費 163 141

  賞与引当金繰入額 80 79

  貸倒引当金繰入額 － △2

  消耗品費 113 114

  減価償却費 125 119

  その他 414 380

  販売費及び一般管理費合計 1,369 1,320

営業利益 192 259

営業外収益     

  受取利息 1 1

  受取配当金 23 23

  持分法による投資利益 6 －

  その他 29 27

  営業外収益合計 60 51

営業外費用     

  支払利息 8 5

  持分法による投資損失 － 0

  貸倒引当金繰入額 － 3

  その他 0 0

  営業外費用合計 8 10

経常利益 244 301

特別利益     

  固定資産売却益 0 1

  貸倒引当金戻入額 1 －

  保険解約返戻金 2 －

  補助金収入 － 4

  特別利益合計 4 5

特別損失     

  固定資産売却損 － 34

  固定資産除却損 4 9

  減損損失 23 27

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4 －

  特別損失合計 32 71

税金等調整前四半期純利益 216 235

法人税等 111 120

少数株主損益調整前四半期純利益 105 114

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 0

四半期純利益 106 114
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（第１四半期連結累計期間） 

  

（四半期連結包括利益計算書）

（単位：百万円）

    
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 105 114

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 △98 △45

  持分法適用会社に対する持分相当額 － △5

  その他の包括利益合計 △98 △50

四半期包括利益 6 63

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 7 63

  少数株主に係る四半期包括利益 △0 0
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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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  （訂正前） 

  

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 

  

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 

  

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） 

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無 

  

 

平成24年３月期  第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成23年８月９日

上場会社名 サンリン株式会社 上場取引所  大

コード番号 7486 ＵＲＬ  http://www.sanrinkk.co.jp 

代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名）柳澤  勝久 

問合せ先責任者 （役職名） 取締役管理本部経理部長 （氏名）塩原  規男 ＴＥＬ  0263-97-3030 

四半期報告書提出予定日 平成23年８月12日     

配当支払開始予定日 －     

四半期決算補足説明資料作成の有無：無   

四半期決算説明会開催の有無      ：無   

  （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 ％ 

24年３月期第１四半期  6,429  △3.5  260 35.2  302  23.8  115  8.5

23年３月期第１四半期  6,660  11.2  192 △11.6  244  △6.9  106  △15.4

（注）包括利益 24年３月期第１四半期 百万円64 （ ％） 891.9   23年３月期第１四半期 6百万円 （ ％） －

  
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  9.89  －

23年３月期第１四半期  9.11  －

  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 19,811 13,153  66.3

23年３月期 20,680 13,299  64.2

（参考）自己資本 24年３月期第１四半期 百万円13,127   23年３月期 13,273百万円 

  
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 
23年３月期  － 0.00 － 18.00  18.00

24年３月期  －       
24年３月期（予想）   0.00 － 18.00  18.00

  （％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）

  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）  13,000  1.5 250 21.8 350 15.5  220  70.5  18.90

通期  31,000  3.3 850 1.0 1,000 △1.1  530  1.5  45.53



４．その他 

（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 

新規  －社  （社名）              、除外  －社  （社名） 

  

（２）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、添付資料Ｐ．２「２．サマリー情報（その他）に関する情報  (2）四半期連結財務諸表の作成に

特有の会計処理の適用」をご覧下さい。 

  

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

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 

  

（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 

（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、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」をご覧下さい。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年３月期１Ｑ 12,300,000株 23年３月期 12,300,000株

②  期末自己株式数 24年３月期１Ｑ 660,374株 23年３月期 660,374株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年３月期１Ｑ 11,639,626株 23年３月期１Ｑ 11,641,104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、一部に景気回復の兆しが見られていたものの、甚大な被害を

もたらした東日本大震災が日本経済に大きな打撃を与え、原発事故に伴う電力供給不足による景気回復の減速懸

念、中東・北アフリカの政情不安による原油価格の高騰懸念や円高の進行など、先行き不透明な状況で推移いたし

ました。 

 当社グループの主要事業でありますエネルギー業界におきましては、福島第一原発の事故によって業界を取り巻

く環境は一変し、原子力に依存しすぎた政策の見直しとエネルギー業界再編が喫緊の課題となっております。 

 このような状況のもとで、当社グループは、従来より提案してまいりました「エネルギーのベストミックス」に

よってこそ、社会コストも含めたあらゆる諸問題に耐え得るエネルギー供給構造を実現できるものと確信し、環境

に優しいＬＰガスや太陽光発電等の再生可能エネルギーを含めたトータルな提案営業を積極的に行い、エネルギー

利用の高効率化を推進する一方、徹底したコスト削減や適正利益の確保に努めてまいりました。 

 当第１四半期連結累計期間の業績は、東日本大震災の影響により、特に業務用燃料類の販売数量が前年同期に比

べて減少したこと等により、売上高は6,429百万円（前年同四半期比3.5％減）となりましたが、適正利益の確保、

経費削減等により、営業利益は260百万円（前年同四半期比35.2％増）、経常利益は302百万円（前年同四半期比

23.8％増）となりました。また、当第１四半期純利益は115百万円（前年同四半期比8.5％増）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金の減少等により、前期末比869百万円減の

19,811百万円となりました。 

 負債は、前期末比723百万減の6,657百万円となりました。この主な要因は、支払手形及び買掛金494百万円の減

少、賞与引当金139百万円の減少等によるものであります。 

 純資産は、その他有価証券評価差額金の減少等により前期末比146百万円減の13,153百万円となりました。この

結果、自己資本比率は66.3％となりました。 

  

（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、性質上季節的変動が大きい灯油及びＬＰガス等のエネルギー関連事業の第３四半

期及び第４四半期に占めるウェイトが高く、また、為替や原油価格の動向、燃料類の仕入価格や気候の変動等、当

社グループの売上高及び利益面における価格及び数量に対し不確定な要素を含むため、現時点では平成23年５月13

日発表時の業績予想の修正は行っておりません。  

  

  

（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  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の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

るため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

②固定資産の減価償却の方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却の額を期間按分して算定する方法によって

おります。   

  

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
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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：百万円）

          
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 3,782 4,094

    受取手形及び売掛金 3,562 2,517

    商品及び製品 1,227 1,334

    仕掛品 7 21

    原材料及び貯蔵品 197 253

    繰延税金資産 151 121

    その他 117 106

    貸倒引当金 △11 △5

    流動資産合計 9,036 8,442

  固定資産     

    有形固定資産     

      建物及び構築物 7,976 7,945

        減価償却累計額及び減損損失累計額 △6,325 △6,323

        建物及び構築物（純額） 1,650 1,621

      機械装置及び運搬具 4,343 4,302

        減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,653 △3,650

        機械装置及び運搬具（純額） 690 651

      工具、器具及び備品 2,301 2,230

        減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,973 △1,920

        工具、器具及び備品（純額） 327 309

      土地 5,722 5,592

      建設仮勘定 27 32

      有形固定資産合計 8,418 8,208

    無形固定資産     

      その他 246 256

      無形固定資産合計 246 256

    投資その他の資産     

      投資有価証券 2,242 2,146

      繰延税金資産 362 392

      差入保証金 227 226

      その他 193 182

      貸倒引当金 △46 △44

      投資その他の資産合計 2,979 2,903

    固定資産合計 11,644 11,368

  資産合計 20,680 19,811
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（単位：百万円）

      
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 2,414 1,920

    短期借入金 2,452 2,452

    1年内返済予定の長期借入金 129 94

    リース債務 0 0

    未払法人税等 63 102

    賞与引当金 234 94

    その他 445 479

    流動負債合計 5,740 5,144

  固定負債     

    長期借入金 199 209

    リース債務 2 2

    繰延税金負債 124 93

    退職給付引当金 790 795

    役員退職慰労引当金 333 212

    資産除去債務 15 22

    その他 174 177

    固定負債合計 1,639 1,513

  負債合計 7,380 6,657

純資産の部     

  株主資本     

    資本金 1,512 1,512

    資本剰余金 1,246 1,246

    利益剰余金 10,754 10,659

    自己株式 △341 △341

    株主資本合計 13,172 13,076

  その他の包括利益累計額     

    その他有価証券評価差額金 101 50

    その他の包括利益累計額合計 101 50

  少数株主持分 26 26

  純資産合計 13,299 13,153

負債純資産合計 20,680 19,811
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（第１四半期連結累計期間） 

  

（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）

（単位：百万円）

    
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 6,660 6,429

売上原価 5,098 4,848

売上総利益 1,562 1,581

販売費及び一般管理費     

  給料及び手当 454 450

  退職給付費用 8 28

  役員退職慰労引当金繰入額 10 8

  その他の人件費 163 141

  賞与引当金繰入額 80 79

  貸倒引当金繰入額 － △2

  消耗品費 113 114

  減価償却費 125 119

  その他 414 380

  販売費及び一般管理費合計 1,369 1,320

営業利益 192 260

営業外収益     

  受取利息 1 1

  受取配当金 23 23

  持分法による投資利益 6 －

  その他 29 26

  営業外収益合計 60 51

営業外費用     

  支払利息 8 5

  持分法による投資損失 － 0

  貸倒引当金繰入額 － 2

  その他 0 0

  営業外費用合計 8 9

経常利益 244 302

特別利益     

  固定資産売却益 0 1

  貸倒引当金戻入額 1 －

  保険解約返戻金 2 －

  補助金収入 － 4

  特別利益合計 4 5

特別損失     

  固定資産売却損 － 34

  固定資産除却損 4 9

  減損損失 23 27

  資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 4 －

  特別損失合計 32 71

税金等調整前四半期純利益 216 236

法人税等 111 120

少数株主損益調整前四半期純利益 105 115

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 0

四半期純利益 106 115
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（第１四半期連結累計期間） 

  

（四半期連結包括利益計算書）

（単位：百万円）

    
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 105 115

その他の包括利益     

  その他有価証券評価差額金 △98 △45

  持分法適用会社に対する持分相当額 － △5

  その他の包括利益合計 △98 △50

四半期包括利益 6 64

（内訳）     

  親会社株主に係る四半期包括利益 7 64

  少数株主に係る四半期包括利益 △0 0
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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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