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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 11,991 ― 878 ― 892 ― 534 ―

20年3月期第1四半期 10,223 2.6 577 △0.5 592 △1.4 387 13.3

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 18.49 ―

20年3月期第1四半期 13.42 ―

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 27,197 10,819 39.7 373.84
20年3月期 27,470 10,524 38.2 363.49

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,799百万円 20年3月期  10,500百万円

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  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2四半期連結累計期間 23,500 ― 1,650 ― 1,650 ― 1,000 ― 34.62
通期 46,000 0.3 3,200 1.2 3,200 1.2 1,950 8.2 67.50

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、２～３ページ【定性的情報・財務情報等】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、２～３ページ【定性的情報・財務情報等】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．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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、２ページ【定性的情報・
財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．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  29,106,000株 20年3月期  29,106,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  217,505株 20年3月期  217,378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  28,888,590株 20年3月期第1四半期  28,892,297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 3,680,154 2,742,402

受取手形及び営業未収金 8,492,799 9,534,490

貯蔵品 8,518 9,838

繰延税金資産 454,803 375,785

その他 500,327 680,416

貸倒引当金 △10,514 △12,058

流動資産合計 13,126,090 13,330,874

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,540,742 5,692,777

機械装置及び運搬具（純額） 733,496 799,666

工具、器具及び備品（純額） 150,644 155,812

土地 2,605,385 2,605,385

リース資産（純額） 63,520 －

建設仮勘定 289,415 289,415

有形固定資産合計 9,383,204 9,543,057

無形固定資産   

その他 1,231,123 1,233,747

無形固定資産合計 1,231,123 1,233,747

投資その他の資産   

投資有価証券 1,921,963 1,718,050

繰延税金資産 485,758 574,911

その他 1,121,679 1,141,884

貸倒引当金 △71,855 △72,251

投資その他の資産合計 3,457,546 3,362,595

固定資産合計 14,071,874 14,139,400

資産合計 27,197,965 27,470,275

負債の部   

流動負債   

支払手形及び営業未払金 4,507,264 5,236,228

短期借入金 2,885,736 2,348,246

1年内返済予定の長期借入金 1,789,710 1,814,710

リース債務 13,943 －

未払法人税等 448,980 673,021

繰延税金負債 1,240 1,428

賞与引当金 220,702 598,819

役員賞与引当金 12,900 51,600

未払費用 268,012 296,749



（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) 

その他 1,368,736 907,086

流動負債合計 11,517,225 11,927,891

固定負債   

長期借入金 1,502,058 1,605,558

リース債務 52,511 －

繰延税金負債 181,971 153,353

退職給付引当金 2,735,892 2,820,967

役員退職慰労引当金 103,556 132,017

負ののれん 27,210 32,652

その他 258,426 273,662

固定負債合計 4,861,627 5,018,210

負債合計 16,378,852 16,946,102

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,455,300 1,455,300

資本剰余金 330,659 330,659

利益剰余金 8,239,657 7,936,665

自己株式 △33,525 △33,447

株主資本合計 9,992,091 9,689,177

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 873,620 751,690

為替換算調整勘定 △66,061 59,865

評価・換算差額等合計 807,559 811,556

少数株主持分 19,461 23,439

純資産合計 10,819,112 10,524,172

負債純資産合計 27,197,965 27,470,275



（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) 

営業収入 11,991,588

営業費用 9,679,517

営業総利益 2,312,070

一般管理費 1,433,914

営業利益 878,156

営業外収益  

受取利息 3,364

受取配当金 19,559

負ののれん償却額 5,442

消費税等納付免除益 9,335

その他 6,340

営業外収益合計 44,042

営業外費用  

支払利息 23,161

持分法による投資損失 4,651

その他 2,082

営業外費用合計 29,895

経常利益 892,304

特別利益  

固定資産売却益 1,578

貸倒引当金戻入額 1,625

特別利益合計 3,203

特別損失  

固定資産除売却損 433

特別損失合計 433

税金等調整前四半期純利益 895,074

法人税、住民税及び事業税 396,736

法人税等調整額 △35,763

法人税等合計 360,973

四半期純利益 534,100



（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 895,074

減価償却費 219,907

負ののれん償却額 △5,442

退職給付引当金の増減額（△は減少） △85,074

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △28,460

賞与引当金の増減額（△は減少） △378,117

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △38,700

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,940

受取利息及び受取配当金 △22,924

支払利息 23,161

持分法による投資損益（△は益） 4,651

有形固定資産除売却損益（△は益） △1,145

営業債権の増減額（△は増加） 687,570

営業債務の増減額（△は減少） △396,174

未払消費税等の増減額（△は減少） △8,085

その他の資産の増減額（△は増加） △38,404

その他の負債の増減額（△は減少） 630,894

その他 227

小計 1,457,017

利息及び配当金の受取額 22,701

利息の支払額 △19,166

法人税等の支払額 △615,990

営業活動によるキャッシュ・フロー 844,562

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 △102,701

有形固定資産の売却による収入 3,030

定期預金の預入による支出 △5,528

定期預金の払戻による収入 5,512

貸付けによる支出 △43,310

貸付金の回収による収入 19,081

その他の支出 △22,898

その他の収入 24,551

投資活動によるキャッシュ・フロー △122,260



（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) 

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） 553,458

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △328,500

リース債務の返済による支出 △1,103

配当金の支払額 △178,811

その他 △77

財務活動によるキャッシュ・フロー 244,965

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29,529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 937,736

現金及び現金同等物の期首残高 2,736,889

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,674,626
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