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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 2,847 ― △50 ― △74 ― △129 ―
20年3月期第1四半期 3,024 7.2 112 56.6 120 42.7 61 △12.1

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

21年3月期第1四半期 △22.45 ―
20年3月期第1四半期 10.63 ―

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

21年3月期第1四半期 10,740 5,750 53.5 997.44
20年3月期 10,945 5,898 53.9 1,023.24

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,750百万円 20年3月期  5,898百万円

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

20年3月期 ― ― ― 8.00 8.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 8.00 8.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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  有  

     

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 5,861 ― △64 ― △89 ― △121 ― △20.99
通期 11,875 △1.9 △66 ― △93 ― △150 ― △26.02

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）  無  

(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  無  

(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） 

（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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 
 １．平成20年５月14日に公表いたしました連結業績予想は第２四半期連結累計期間、通期ともに修正しております。具体的な内容につきましては、4ページ【定 
   性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報及び平成20年７月30日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
 ２．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。 
 ３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適 
   用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  6,333,276株 20年3月期  6,333,276株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  568,152株 20年3月期  568,387株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  5,765,429株 20年3月期第1四半期  5,767,548株











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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 419,126 497,820

受取手形及び売掛金 3,769,965 3,915,542

商品 42,253 34,883

製品 1,101,292 1,031,033

原材料 312,384 302,173

仕掛品 217,390 235,711

その他 103,465 135,544

貸倒引当金 △5,461 △8,607

流動資産合計 5,960,417 6,144,103

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,539,594 2,539,594

その他（純額） 1,363,071 1,418,383

有形固定資産合計 3,902,665 3,957,977

無形固定資産   

のれん 260,578 271,001

その他 20,364 16,866

無形固定資産合計 280,942 287,867

投資その他の資産   

投資有価証券 501,396 443,226

その他 124,825 142,031

貸倒引当金 △30,090 △30,090

投資その他の資産合計 596,130 555,167

固定資産合計 4,779,738 4,801,013

資産合計 10,740,156 10,945,116



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,880,692 1,825,135

短期借入金 760,000 750,000

未払法人税等 8,941 23,943

未払費用 207,096 47,247

賞与引当金 91,418 180,544

その他 535,059 646,009

流動負債合計 3,483,207 3,472,879

固定負債   

社債 300,000 300,000

長期借入金 761,496 834,216

退職給付引当金 142,915 144,407

役員退職慰労引当金 288,653 284,241

その他 13,533 10,518

固定負債合計 1,506,599 1,573,383

負債合計 4,989,807 5,046,263

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,136,518 1,136,518

資本剰余金 1,133,596 1,133,596

利益剰余金 3,491,871 3,667,447

自己株式 △141,190 △141,251

株主資本合計 5,620,796 5,796,310

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 119,368 96,936

為替換算調整勘定 10,183 5,606

評価・換算差額等合計 129,552 102,542

純資産合計 5,750,349 5,898,853

負債純資産合計 10,740,156 10,945,116



（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）

当第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) 

売上高 2,847,266

売上原価 2,417,366

売上総利益 429,899

販売費及び一般管理費 480,190

営業損失（△） △50,290

営業外収益  

受取利息 100

受取配当金 5,430

受取家賃 3,480

仕入割引 3,224

その他 2,635

営業外収益合計 14,872

営業外費用  

支払利息 7,372

売上割引 3,511

為替差損 27,983

その他 359

営業外費用合計 39,227

経常損失（△） △74,645

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,479

特別利益合計 3,479

特別損失  

固定資産除却損 1,540

投資有価証券評価損 8,300

特別損失合計 9,840

税金等調整前四半期純損失（△） △81,005

法人税、住民税及び事業税 7,057

法人税等調整額 41,368

法人税等合計 48,425

四半期純損失（△） △129,431



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純損失（△） △81,005

減価償却費 65,190

のれん償却額 10,423

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,145

賞与引当金の増減額（△は減少） △89,126

受取利息及び受取配当金 △5,531

支払利息 7,372

売上債権の増減額（△は増加） 145,577

たな卸資産の増減額（△は増加） △70,383

仕入債務の増減額（△は減少） 53,423

未払費用の増減額（△は減少） 160,799

その他 3,027

小計 196,622

利息及び配当金の受取額 5,509

利息の支払額 △8,123

法人税等の還付額 18,036

法人税等の支払額 △27,573

営業活動によるキャッシュ・フロー 184,472

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △53,538

投資有価証券の取得による支出 △28,678

その他 △235

投資活動によるキャッシュ・フロー △82,452

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 10,000

長期借入金の返済による支出 △141,440

配当金の支払額 △46,002

その他 36

財務活動によるキャッシュ・フロー △177,406

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,307

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △78,693

現金及び現金同等物の期首残高 497,820

現金及び現金同等物の四半期末残高 419,126
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