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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第1四半期 3,038 ― 78 ― 82 ― 43 ―

20年3月期第1四半期 2,623 12.3 55 84.0 61 93.7 36 15.6

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 11.76 ―

20年3月期第1四半期 9.67 ―

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 7,496 3,040 40.6 816.65
20年3月期 7,414 3,041 41.0 811.75

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,038百万円 20年3月期  3,041百万円

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 ― ― ― 12.50 12.50
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 12.50 12.50

3.  平成21年3月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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2四半期累計期間 5,600 ― 103 ― 110 ― 60 ― 16.00
通期 11,450 0.8 230 △8.7 240 △11.4 140 29.6 37.30

4.  その他 
(1) 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  有  

（注）詳細は、3ページ 定性的情報・財務諸表等 4．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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、3ページ 定性的情報・財務諸表等 4．その他をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

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  3,750,000株 20年3月期  3,750,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  27,346株 20年3月期  2,552株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  3,738,106株 20年3月期第1四半期  3,747,448株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1. 本資料に記載されている内容で歴史的事実でないものは、現時点において入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。
実際の業績等は主要市場の経済状況や為替相場の変動等の様々な要因により、大きく異なる可能性があります。 
2. 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

　当社では、2007年度を計画初年度とする3ヵ年の中期経営計画を策定し、「マテリアルイノベーション」をテーマと

して、収益基盤の強化拡充と成長に向けた基盤構築を目指した、中期的な視点での取り組みを進めております。

　計画2年度目となる当期の第１四半期においては、新規商材・マーケットの開拓への取り組みを進めていること等に

より、売上高は30億38百万円（前年同期比15.8％増）となりましたが、他方、経費負担はほぼ前年並みに推移したこ

とから、営業利益78百万円（同39.9％増）、経常利益82百万円（同34.9％増）となり、四半期純利益は43百万円（同

21.3％増）となりました。

　この当第１四半期経過時点における進捗状況は、当初の計画及び前年同期実績と比較しても順調に推移しており、

中期目標の実現に向けて、引き続き着実な実績を積み重ねるべく営業活動に取り組んでおります。

　部門別では、容器部門は、新規取り組みとして注力中の水関連商材が好調に推移して全体を牽引し、既存商材も堅

調に推移したことから、24億81百万円（前年同期比15.3％増）の売上高となりました。エレクトロニクス関連部門は、

携帯電話関連等の製造装置・設備類が好調に推移していることなどにより、売上高は5億57百万円（同18.0％増）とな

りました。

２．財政状態に関する定性的情報

　（1）資産、負債及び純資産の状況

　当第１四半期末における総資産は74億96百万円と、前事業年度末に比べ81百万円増加いたしました。これは主　

に、現金及び預金が95百万円減少したものの受取手形及び売掛金が49百万円、商品が34百万円増加したこと等によ

るものです。

　また、負債は44億56百万円と、前事業年度末に比べ83百万円増加いたしました。これは、支払手形及び買掛金が

70百万円増加したこと等によるものです。

　純資産については30億40百万円と、前事業年度末に比べ1百万円減少いたしました。これは、四半期純利益の計

上43百万円に対し剰余金の配当46百万円があったこと等によるものです。この結果、自己資本比率は前事業年度末

の41.0％から40.6％となりました。

　（2）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、営業活動の結果43百万円の支

出となったことに加え、財務活動でも52百万円支出したこと等から、結果として資金は95百万円減少して、13億15

百万円となりました。

当第１四半期会計期間におけるキャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において営業活動の結果使用した資金は43百万円となりました。

　これは主に、税引前四半期純利益で82百万円を計上したことに加え、仕入債務が1億円増加したこと等があったも

のの、売上債権が１億62百万円、たな卸資産が39百万円増加したこと等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において投資活動の結果獲得した資金は684千円となりました。

　これは主に、有形固定資産の取得による支出12百万円に対し、貸付金の回収6百万円、賃貸料収入5百万円、利息

及び配当金3百万円の収入があったこと等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第１四半期会計期間において財務活動の結果使用した資金は52百万円となりました。

　これは主に、配当金の支払額41百万円と自己株式の取得9百万円によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　業績の進捗状況につきましては、第１四半期は順調に推移しているものの、原材料価格の高騰の影響や景気の先行

き不透明な状況など、当社を取り巻く外部環境は厳しさを増す状況が想定されることから、第２四半期以降の見通し

についてこれらの要素を勘案した結果、平成20年5月15日に公表した第２四半期累計期間及び通期の業績予想から変更

はありません。　
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４．その他

（1）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

　一般債権の貸倒見積高の算定方法、棚卸資産の評価方法、及び経過勘定項目の算定方法に簡便な会計処理を、税

金費用の計算について四半期財務諸表の作成に特有の会計処理を適用しております。

（2）四半期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

　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従

い四半期財務諸表を作成しております。

（たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更について）

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりました

が、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）

が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しております。この変更に伴う損益に与える影響はありません。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,665,597 2,760,639

受取手形及び売掛金 2,956,107 2,906,401

商品 180,355 145,620

製品 7,599 4,955

原材料 2,333 564

その他 429,298 341,471

貸倒引当金 △8,894 △8,414

流動資産合計 6,232,397 6,151,237

固定資産   

有形固定資産 347,861 351,120

無形固定資産 28,612 30,656

投資その他の資産 887,713 881,974

固定資産合計 1,264,187 1,263,751

資産合計 7,496,585 7,414,988

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,410,648 3,340,296

短期借入金 420,000 420,000

未払法人税等 38,431 46,753

賞与引当金 35,747 63,928

役員賞与引当金 2,775 10,825

その他 117,403 66,064

流動負債合計 4,025,006 3,947,868

固定負債   

退職給付引当金 129,147 128,406

役員退職慰労引当金 299,926 294,342

その他 2,400 2,400

固定負債合計 431,473 425,148

負債合計 4,456,479 4,373,016
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 334,430 334,430

資本剰余金 279,820 279,820

利益剰余金 2,477,032 2,479,903

自己株式 △11,082 △1,902

株主資本合計 3,080,199 3,092,250

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,921 △3,263

土地再評価差額金 △47,014 △47,014

評価・換算差額等合計 △40,093 △50,278

純資産合計 3,040,105 3,041,972

負債純資産合計 7,496,585 7,414,988
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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）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 3,038,713

売上原価 2,660,913

売上総利益 377,800

販売費及び一般管理費 299,685

営業利益 78,115

営業外収益  

受取利息 633

受取配当金 3,290

受取賃貸料 5,511

その他 3,496

営業外収益合計 12,931

営業外費用  

支払利息 2,802

賃貸収入原価 2,359

その他 3,481

営業外費用合計 8,643

経常利益 82,402

税引前四半期純利益 82,402

法人税、住民税及び事業税 38,431

四半期純利益 43,971
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 82,402

減価償却費 17,454

引当金の増減額（△は減少） △29,469

受取利息及び受取配当金 △3,924

支払利息 2,802

売上債権の増減額（△は増加） △162,464

たな卸資産の増減額（△は増加） △39,148

仕入債務の増減額（△は減少） 100,957

その他 31,881

小計 491

法人税等の支払額 △44,143

営業活動によるキャッシュ・フロー △43,651

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 △12,748

投資不動産の賃貸による収入 5,511

投資有価証券の取得による支出 △30

投資有価証券の売却による収入 1,105

貸付金の回収による収入 6,750

利息及び配当金の受取額 3,924

その他 △3,827

投資活動によるキャッシュ・フロー 684

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △9,179

配当金の支払額 △41,274

利息の支払額 △1,630

財務活動によるキャッシュ・フロー △52,084

現金及び現金同等物に係る換算差額 10

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △95,041

現金及び現金同等物の期首残高 1,410,639

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,315,597
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　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 2,623

Ⅱ　売上原価 2,274

売上総利益 349

Ⅲ　販売費及び一般管理費 293

営業利益 55

Ⅳ　営業外収益 11

Ⅴ　営業外費用 5

経常利益 61

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 －

税引前四半期純利益 61

税金費用 24

四半期純利益 36
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