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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 3,204 ― 55 ― 102 ― 58 ―
20年3月期第1四半期 3,691 △7.4 204 △42.3 267 △35.1 148 △36.4

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 3.91 ―
20年3月期第1四半期 9.93 ―

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 16,483 11,269 66.8 735.57
20年3月期 17,354 11,181 62.9 728.86

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  11,006百万円 20年3月期  10,908百万円

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 ― 4.00 ― 5.00 9.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 5.00 ― 5.00 10.00

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 7,520 ― 290 ― 380 ― 220 ― 14.70
通期 16,380 △5.7 910 △19.6 1,090 △17.8 620 △18.2 41.44

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  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。  

(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、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。  

(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15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、通期とも本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数
値と異なる結果となる可能性があります。なお業績予想に関する事項は３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をご覧ください。 
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 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 15,058,152株 20年3月期 15,058,152株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 95,005株 20年3月期 91,560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 14,964,450株 20年3月期第1四半期 14,976,786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 2,604,008 3,331,246

受取手形及び売掛金 3,935,548 4,682,888

有価証券 438,318 238,111

商品 7,530 5,693

製品 154,367 150,909

原材料 300,793 250,573

仕掛品 1,587,414 1,361,754

貯蔵品 132,778 139,199

繰延税金資産 192,892 196,638

その他 287,741 261,960

貸倒引当金 △69,390 △73,213

流動資産合計 9,572,002 10,545,760

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 869,030 888,336

機械装置及び運搬具（純額） 1,836,883 1,879,849

工具、器具及び備品（純額） 183,855 209,556

土地 1,219,789 1,219,789

建設仮勘定 52,122 44,624

有形固定資産合計 4,161,681 4,242,156

無形固定資産 71,587 79,615

投資その他の資産   

投資有価証券 1,556,842 1,297,341

賃貸不動産（純額） 1,025,762 1,030,706

繰延税金資産 79,142 142,289

その他 62,585 62,894

貸倒引当金 △46,384 △46,419

投資その他の資産合計 2,677,948 2,486,812

固定資産合計 6,911,217 6,808,584

資産合計 16,483,220 17,354,345



（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 3,085,871 3,489,547

短期借入金 0 600,000

1年内返済予定の長期借入金 57,600 57,600

未払法人税等 45,171 250,795

賞与引当金 552,261 371,700

受注損失引当金 19,200 13,500

その他 415,448 423,278

流動負債合計 4,175,553 5,206,421

固定負債   

長期借入金 11,200 25,600

退職給付引当金 768,582 728,948

役員退職慰労引当金 80,803 76,166

受入保証金 136,270 135,940

繰延税金負債 41,276 0

その他 226 0

固定負債合計 1,038,360 966,655

負債合計 5,213,914 6,173,077

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,525,309 1,525,309

資本剰余金 1,149,173 1,149,173

利益剰余金 7,617,181 7,633,510

自己株式 △31,897 △30,203

株主資本合計 10,259,766 10,277,789

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 719,204 565,117

為替換算調整勘定 27,491 65,660

評価・換算差額等合計 746,695 630,778

少数株主持分 262,844 272,700

純資産合計 11,269,306 11,181,268

負債純資産合計 16,483,220 17,354,345



（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 3,204,682

売上原価 2,805,746

売上総利益 398,936

販売費及び一般管理費 343,912

営業利益 55,023

営業外収益  

受取利息 832

受取配当金 11,252

不動産賃貸料 56,247

その他 9,773

営業外収益合計 78,105

営業外費用  

支払利息 1,883

不動産賃貸費用 25,934

その他 2,654

営業外費用合計 30,472

経常利益 102,656

特別利益  

固定資産売却益 3,061

貸倒引当金戻入額 3,970

特別利益合計 7,031

特別損失  

固定資産除却損 4,203

特別損失合計 4,203

税金等調整前四半期純利益 105,484

法人税等 44,906

少数株主利益 2,074

四半期純利益 58,503



（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利益 105,484

減価償却費 160,593

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,637

退職給付引当金の増減額（△は減少） 39,634

賞与引当金の増減額（△は減少） 180,561

受注損失引当金の増減額（△は減少） 5,700

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,858

受取利息及び受取配当金 △12,084

支払利息 1,883

固定資産売却損益（△は益） 1,141

売上債権の増減額（△は増加） 723,160

たな卸資産の増減額（△は増加） △274,754

仕入債務の増減額（△は減少） △407,769

その他の資産の増減額（△は増加） △3,653

その他の負債の増減額（△は減少） 23,860

小計 544,537

利息及び配当金の受取額 12,084

利息の支払額 △460

法人税等の支払額 △241,119

営業活動によるキャッシュ・フロー 315,041

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △97,967

定期預金の払戻による収入 71,101

有形固定資産の取得による支出 △128,610

有形固定資産の売却による収入 4,500

投資有価証券の取得による支出 △963

貸付金の回収による収入 583

その他 330

投資活動によるキャッシュ・フロー △151,026

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △600,000

長期借入金の返済による支出 △14,400

自己株式の取得による支出 △1,694

配当金の支払額 △74,983

少数株主への配当金の支払額 △529

財務活動によるキャッシュ・フロー △691,606

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16,716

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △544,308

現金及び現金同等物の期首残高 3,232,484

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,688,176
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