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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 679 ― △147 ― △162 ― △97 ―

20年3月期第1四半期 582 △17.9 △237 ― △242 ― △146 ―

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 △23.09 ―

20年3月期第1四半期 △34.87 ―

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 5,767 1,794 31.1 426.50
20年3月期 6,811 1,892 27.8 449.59

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,794百万円 20年3月期  1,892百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

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 1,700 ― △120 ― △150 ― △100 ― △23.76

通期 4,600 4.7 200 ― 150 ― 80 ― 19.01

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  4,208,270株 20年3月期  4,208,270株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  60株 20年3月期  ―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  4,208,250株 20年3月期第1四半期  4,208,270株

１．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。 
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。なお、業績予想の前提となる事項については、３ページ定性的情報・財務諸表等 ３．業績予想に関する定性的情
報をご覧ください。 
また、通期の業績予想には、リース取引に関する会計基準（企業会計基準第13号）適用に係る影響は反映されておりません。  







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 716,485 1,153,899

受取手形 50,899 25,203

売掛金 477,182 1,390,146

仕掛品 607,893 330,349

前払費用 32,896 15,840

繰延税金資産 195,270 124,162

その他 40,711 81,184

貸倒引当金 △3,328 △8,922

流動資産合計 2,118,010 3,111,864

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,952,984 1,973,222

機械及び装置 128,052 134,473

土地 1,107,645 1,107,645

その他 130,057 136,967

有形固定資産合計 3,318,740 3,352,309

無形固定資産   

ソフトウエア 49,340 52,173

その他 7,602 7,634

無形固定資産合計 56,943 59,807

投資その他の資産   

繰延税金資産 － 276

差入保証金 166,654 168,555

その他 129,876 139,598

貸倒引当金 △23,119 △21,208

投資その他の資産合計 273,411 287,222

固定資産合計 3,649,095 3,699,339

資産合計 5,767,105 6,811,203



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 109,331 135,635

短期借入金 1,950,000 2,700,000

1年内返済予定の長期借入金 289,928 289,928

未払法人税等 4,730 3,620

未払金 113,571 223,683

未払費用 68,621 95,598

前受金 89,483 56,022

賞与引当金 42,712 84,199

その他の引当金 7,373 9,630

その他 35,287 19,412

流動負債合計 2,711,040 3,617,731

固定負債   

長期借入金 734,010 756,492

繰延税金負債 1,681 －

退職給付引当金 420,813 421,346

役員退職慰労引当金 104,768 119,582

その他 － 4,046

固定負債合計 1,261,273 1,301,467

負債合計 3,972,313 4,919,199

純資産の部   

株主資本   

資本金 759,037 759,037

資本剰余金 757,701 757,701

利益剰余金 275,628 372,786

自己株式 △25 －

株主資本合計 1,792,341 1,889,526

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,450 2,478

評価・換算差額等合計 2,450 2,478

純資産合計 1,794,792 1,892,004

負債純資産合計 5,767,105 6,811,203



（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 679,484

売上原価 534,386

売上総利益 145,097

販売費及び一般管理費  

役員報酬 24,600

給料及び手当 130,792

賞与引当金繰入額 12,485

福利厚生費 22,515

退職給付引当金繰入額 8,571

役員退職慰労引当金繰入額 2,470

交際費 2,526

旅費及び交通費 10,824

賃借料 15,087

地代家賃 6,852

租税公課 1,752

事業税 1,550

支払手数料 13,816

研究開発費 16,343

減価償却費 4,972

その他 17,881

販売費及び一般管理費合計 293,042

営業損失（△） △147,944

営業外収益  

受取利息 516

受取配当金 1,060

その他 1,821

営業外収益合計 3,397

営業外費用  

支払利息 16,819

その他 1,596

営業外費用合計 18,416

経常損失（△） △162,963

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,682

特別利益合計 3,682

特別損失  

投資有価証券評価損 3,829

特別損失合計 3,829

税引前四半期純損失（△） △163,110

法人税、住民税及び事業税 3,179

法人税等調整額 △69,130

法人税等合計 △65,951

四半期純損失（△） △97,158



（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  

税引前四半期純損失（△） △163,110

減価償却費 46,697

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,682

退職給付引当金の増減額（△は減少） △533

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △14,814

賞与引当金の増減額（△は減少） △41,487

その他の引当金の増減額（△は減少） △2,257

受取利息及び受取配当金 △1,576

支払利息 16,819

投資有価証券評価損益（△は益） 3,829

有形固定資産除却損 1,553

売上債権の増減額（△は増加） 928,057

たな卸資産の増減額（△は増加） △276,747

仕入債務の増減額（△は減少） △73,968

未払消費税等の増減額（△は減少） 47,390

その他の流動資産の増減額（△は増加） △15,934

その他の負債の増減額（△は減少） 20,241

小計 470,478

利息及び配当金の受取額 1,851

利息の支払額 △33,668

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △3,620

営業活動によるキャッシュ・フロー 435,039

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 △193,000

定期預金の払戻による収入 113,000

有形固定資産の取得による支出 △88,478

無形固定資産の取得による支出 △11,958

その他 519

投資活動によるキャッシュ・フロー △179,917

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） △750,000

長期借入金の返済による支出 △22,482

自己株式の取得による支出 △25

配当金の支払額 △28

財務活動によるキャッシュ・フロー △772,536

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △517,413

現金及び現金同等物の期首残高 1,040,899

現金及び現金同等物の四半期末残高 523,485
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