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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 10,770 ― 1,343 ― 1,379 ― 856 ―

20年3月期第1四半期 10,486 16.2 1,415 △12.4 1,459 △7.7 883 △10.4

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 28.87 28.85
20年3月期第1四半期 29.84 29.69

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 53,355 43,917 81.9 1,473.45
20年3月期 55,233 44,536 80.3 1,494.39

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  43,720百万円 20年3月期  44,341百万円

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 ― 20.00 ― 23.00 43.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 20.00 ― 23.00 43.00

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 22,110 ― 2,350 ― 2,410 ― 1,470 ― 49.54
通期 46,280 8.6 5,840 11.7 5,900 11.6 3,660 12.7 123.35

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、４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、４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．上記に記載した予想数値は、現時点で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、業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記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。 
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  30,699,500株 20年3月期  30,699,500株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,027,498株 20年3月期  1,027,476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  29,672,010株 20年3月期第1四半期  29,612,414株



【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、原油や原材料価格の高騰による影響や米国のサブプライムロー

ン問題に端を発した世界的な金融市場の混乱、さらには急激な為替市況の変動などの要因により、景気は次第に先行

き不透明感を強め、輸出や企業収益の動向に影響が見られました。　

　このような環境下において半導体市場は、高機能携帯電話や携帯音楽用端末、高性能なパソコンや薄型テレビなど

デジタル家電製品の販売に支えられ概ね堅調に推移いたしました。一方で、ＤＲＡＭやＮＡＮＤ型フラッシュメモリ

の価格低下による生産調整の動きも引き続き見られました。　

　当社グループの主力となるシリコンウェハー向け製品につきましては、300mmシリコンウェハーの一時的な生産調整

の影響等からラッピング材の売上高は1,263百万円（前年同期比5.0％減）となりました。一方、ポリシング材は顧客

の高品質化のニーズに支えられファイナルポリシング向け用途のみならず前工程となるエッジポリシング用途などの

拡大もあり売上高は3,224百万円（前年同期比12.6％増）と好調に推移しました。

　半導体の高集積化・微細化に伴う多層配線技術に使用されるＣＭＰ（化学的機械的平坦化）向け製品につきまして

は、国内外のデバイスメーカーへの出荷は引き続き堅調に推移したものの、フラッシュメモリ及びＤＲＡＭの価格下

落などによる一時的な在庫調整や一部顧客の加工プロセスの変更、ロジック用途向けＣｕ製品の採用の遅れの影響に

より、売上高は2,401百万円（前年同期比9.7％減）となりました。

　ハードディスク向け製品につきましては、パソコンや家電製品への搭載を背景とした高記憶容量化ニーズに支えら

れ、売上高は1,058百万円（前年同期比6.7％増）となりました。

　ワイヤーソー向け製品につきましては、半導体シリコンウェハー向け製品の伸びに加え、ポリシリコンインゴット

の供給不足解消により太陽電池向け製品が好調に推移したことなどから、売上高は757百万円（前年同期比16.2％増）

となりました。　

　水晶デバイスに用いられる人工水晶研磨用製品につきましては、部品の小型化・薄型化の進展の影響もありました

が、その主用途である携帯電話の需要拡大などにより、売上高は203百万円（前年同期比29.9％増）と大幅な増加とな

りました。　

　溶射材は、主力となるサーメット溶射材の堅調な出荷と高度な粉末加工技術を活かした製品の拡販により、売上高

は273百万円（前年同期比5.8％増）となりました。

　商品につきましては、機械等の転売品の売上げが減少し売上高は284百万円（前年同期比17.3％減）となりました。

　以上の結果、当第１四半期連結会計期間における売上高は10,770百万円（前年同期比2.7％増）、うち製品売上高は

10,485百万円（前年同期比3.4％増）となりました。しかしながら、原材料の高騰によって製造費用が増加したことな

どから、営業利益は1,343百万円（前年同期比5.1％減）、経常利益は1,379百万円(前年同期比5.5％減）、四半期純利

益は856百万円（前年同期比3.1％減）となりました。

　部門別の業績は、次のとおりであります。

　①　研磨材

　半導体市場におけるシリコンウェハー用ラッピング材「ＦＯ」（アルミナ質研磨材）の売上高は減少したものの、

半導体シリコンウェハー切断用及び太陽電池用シリコン切断用のワイヤーソー用砥粒「ＧＣ」（炭化けい素質研磨材）

は、堅調に推移いたしました。この結果、研磨材の売上高は3,078百万円（前期比7.3％増）となりました。

　②　鏡面仕上材

　ＣＭＰスラリー「ＰＬＡＮＥＲＬＩＴＥ」(シリカ系鏡面仕上材)は一部在庫調整等の影響を受け売上高は減少しま

したが、シリコンウェハー用ポリシング材「ＧＬＡＮＺＯＸ」(シリカ系鏡面仕上材)は、高品質化のニーズから好調

に伸び、売上高は増加いたしました。この結果、鏡面仕上材の売上高は6,756百万円（前期比2.9％増）となりました。

　③　その他の製品ならびに商品

　その他の製品につきましては、サーメット溶射材は堅調に推移したものの、研磨布やその他一般用途向けラッピン

グ材などが減少し、その他の売上高は全体として650百万円（前期比8.1％減）となりました。

　商品の売上高は機械等の転売品の売上げが減少し284百万円（前期比17.3％減）となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末における資産総額は、前連結会計年度末に比べ、1,877百万円減少し、53,355百万円と

なりました。これは主に、現金及び預金が1,227百万円減少したこと及び有形固定資産が減価償却費の増加により557

百万円減少したこと等によるものです。

　負債総額は、前連結会計年度末に比べ、1,258百万円減少し、9,438百万円となりました。これは主に、未払法人税

等が473百万円減少したこと及び流動負債その他が741百万円減少したこと等によるものです。

　また、純資産は前連結会計年度末に比べ619百万円減少し、43,917百万円となりました。これは主に、利益剰余金が

174百万円増加したものの、為替換算調整勘定が804百万円減少したこと等によるものです。

　キャッシュ・フローの状況については、営業活動により得られた資金は、763百万円となりました。これは主に、税

金等調整前四半期純利益（1,375百万円）や減価償却費（753百万円）等プラス項目が、売上債権の増加額（319百万円）、

たな卸資産の増加額（584百万円）や法人税等の支払額（821百万円）等のマイナス項目を上回ったためであります。

投資活動により支出した資金は、1,155百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出（1,144百

万円）等によるものであります。財務活動により支出した資金は、602百万円となりました。これは主に、配当金の支

払額（682百万円）等のマイナス項目が、短期借入金の純増額（106百万円）等のプラス項目を上回ったためでありま

す。

　以上の結果、現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べ、1,228百万円減少し、8,501百万円となりま

した。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当期（平成20年4月1日から平成21年3月31日）の見通しにつきましては、引き続き原油や原材料価格の高騰、米国サ

ブプライム問題や金融・為替市場の変動等の影響が懸念され楽観視できない状況が見込まれます。

　当社グループとしましては、一部製品について原材料価格の上昇の影響を受けるものと予想されますが、原材料調

達の多様化や製造工程の改善による歩留り向上等の原価低減に注力することにより収益の拡大を目指してまいります。

　当第１四半期連結会計期間の業績は、ほぼ計画どおり推移していることから、現時点において、業績予想について

は変更しておりません。

－ 2 －



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）

該当事項はありません。　

（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

簡便な会計処理

一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等使用して貸倒見積高を算定しております。

（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

１.　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。

２.たな卸資産の評価に関する会計基準の適用

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

が、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月

５日　企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（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。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ158,396千円減少しておりま

す。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

３.「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　なお、この変更による損益への影響は軽微であります。

４.　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会

第一部会）、平成19年３月30日改正)）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指

針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正)）が平成20年

４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴

い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理によって

おります。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

  なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

　この変更による損益への影響はありません。

（追加情報）

　 　当社の溶射材事業部及び連結子会社株式会社インターオプテックの機械装置については、従来耐用年数をそれ

ぞれ15年及び７年としておりましたが、当第１四半期連結会計期間よりそれぞれ９年及び５年に変更いたしまし

た。

　この変更は、平成20年度税制改正を契機として資産の利用状況を見直した結果、耐用年数を変更しておりま

す。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、10,330千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。　
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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 5,079,991 6,307,639

受取手形及び売掛金 12,256,074 12,195,124

有価証券 3,219,954 3,221,174

商品 38,853 51,338

製品 4,035,957 3,823,459

原材料 2,559,897 2,545,851

仕掛品 1,076,938 1,083,492

貯蔵品 240,873 238,165

その他 956,414 1,294,249

貸倒引当金 △13,033 △12,554

流動資産合計 29,451,920 30,747,941

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 8,829,922 9,018,393

その他（純額） 11,069,059 11,437,709

有形固定資産合計 19,898,982 20,456,102

無形固定資産 402,761 425,596

投資その他の資産   

投資有価証券 329,948 314,478

その他 3,280,572 3,298,054

貸倒引当金 △8,300 △8,400

投資その他の資産合計 3,602,221 3,604,133

固定資産合計 23,903,964 24,485,832

資産合計 53,355,885 55,233,774



（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 5,408,817 5,185,977

短期借入金 732,431 720,189

未払法人税等 319,925 793,382

賞与引当金 354,120 570,360

役員賞与引当金 10,000 －

その他 2,142,397 2,884,136

流動負債合計 8,967,692 10,154,045

固定負債   

長期借入金 351,883 429,541

退職給付引当金 82,880 89,851

その他 35,981 23,864

固定負債合計 470,744 543,257

負債合計 9,438,437 10,697,303

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,753,438 4,753,438

資本剰余金 5,070,049 5,070,049

利益剰余金 35,518,939 35,344,694

自己株式 △1,349,427 △1,349,390

株主資本合計 43,992,999 43,818,791

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 88,799 80,372

為替換算調整勘定 △361,709 442,430

評価・換算差額等合計 △272,910 522,802

新株予約権 19,195 11,056

少数株主持分 178,163 183,820

純資産合計 43,917,448 44,536,470

負債純資産合計 53,355,885 55,233,774



（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 10,770,150

売上原価 7,410,161

売上総利益 3,359,988

販売費及び一般管理費 2,016,028

営業利益 1,343,959

営業外収益  

受取利息 21,767

受取配当金 2,873

為替差益 10,806

その他 15,842

営業外収益合計 51,290

営業外費用  

支払利息 13,766

その他 2,117

営業外費用合計 15,884

経常利益 1,379,365

特別利益  

固定資産売却益 45

特別利益合計 45

特別損失  

固定資産除却損 4,300

特別損失合計 4,300

税金等調整前四半期純利益 1,375,109

法人税、住民税及び事業税 351,301

法人税等調整額 156,137

法人税等合計 507,438

少数株主利益 11,090

四半期純利益 856,580



（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 1,375,109

減価償却費 753,113

長期前払費用償却額 3,461

株式報酬費用 8,139

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,254

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,971

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 10,000

賞与引当金の増減額（△は減少） △241,744

受取利息及び受取配当金 △24,640

支払利息 13,766

為替差損益（△は益） △13,683

固定資産売却損益（△は益） △45

固定資産除却損 4,300

売上債権の増減額（△は増加） △319,623

仕入債務の増減額（△は減少） 481,943

たな卸資産の増減額（△は増加） △584,943

未払金の増減額（△は減少） △123,942

その他の資産・負債の増減額 187,330

小計 1,522,825

利息及び配当金の受取額 29,954

補助金収入 45,392

利息の支払額 △13,789

法人税等の支払額 △821,308

営業活動によるキャッシュ・フロー 763,075

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 △1,144,891

有形固定資産の売却による収入 31

投資有価証券の取得による支出 △602

貸付金の回収による収入 891

無形固定資産の取得による支出 △11,404

投資その他の資産の増減額（△は増加） 73

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,155,902

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） 106,380

長期借入金の返済による支出 △26,856

自己株式の取得による支出 △36

配当金の支払額 △682,456

財務活動によるキャッシュ・フロー △602,969

現金及び現金同等物に係る換算差額 △232,431

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,228,227

現金及び現金同等物の期首残高 9,729,819

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,501,592



　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。

（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）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

　　　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）

　当社グループは、製品の種類、性質、製造方法、販売市場等の類似性から判断して、同種・同系列の研磨材及

びその他の製品を製造・販売しておりますが、その他の製品は重要性がないため、事業の種類別セグメント情報

は記載しておりません。

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

日本
（千円）

北米
（千円）

アジア
（千円）

欧州 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高

(1）外部顧客に対す

る売上高
7,721,864 1,467,195 851,980 729,110 10,770,150 － 10,770,150

(2）セグメント間の

内部売上高
1,227,171 341,039 109,300 － 1,677,511 (1,677,511) －

計 8,949,036 1,808,234 961,280 729,110 12,447,661 (1,677,511) 10,770,150

営業利益 1,236,121 100,286 128,013 51,401 1,515,823 (171,864) 1,343,959

　（注）１．地域は地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

北米……アメリカ　　　アジア……マレーシア　　　欧州……イギリス、ドイツ

３．会計方針の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　【定性的情報・財務諸表等】４．（３）２．に記載のとおり、通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、主として総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より

「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、主として総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。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、「日本」の営業利益が

158,396千円減少しております。

－ 1 －



　（連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い）

　【定性的情報・財務諸表等】４．（３）３．に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より「連結財

務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第18号　平成18年５月

17日）を適用しております。なお、この変更による損益への影響は軽微であります。

　（リース取引に関する会計基準の適用）

　【定性的情報・財務諸表等】４．（３）４．に記載のとおり、所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっておりましたが、「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日

改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月

18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始

する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになったことに伴い、当第１

四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっておりま

す。

  また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース

期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。なお、リース取引開始日がリース

会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については通常の賃貸借取引に係る

方法に準じた会計処理を適用しております。

  これによる損益への影響はありません。

４．追加情報

　【定性的情報・財務諸表等】４．「追加情報」に記載のとおり、当第１四半期連結会計期間より当社溶射

材事業部及び国内連結子会社は、平成20年度税制改正を適用しており、それぞれ法定耐用年数が既設分を含

めて15年から９年、７年から５年へと変更になっております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に

比べて、「日本」の営業利益が10,330千円減少しております。

ｃ．海外売上高

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）

北米 アジア 欧州 計

海外売上高（千円） 1,369,787 3,275,636 863,817 5,509,241

連結売上高（千円） － － － 10,770,150

連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 12.7 30.4 8.0 51.2

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の主な内訳は次のとおりであります。

（1）北米………米国、カナダ

（2）アジア……台湾、タイ、シンガポール、マレーシア、韓国、中国

（3）欧州………英国、デンマーク、ドイツ

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

（６）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。

－ 2 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 10,486,097

Ⅱ　売上原価 7,122,057

売上総利益 3,364,040

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,948,498

営業利益 1,415,541

Ⅳ　営業外収益 52,913

1.受取利息 　 23,647

2.受取配当金 　 2,801

3.その他 　　 26,464

Ⅴ　営業外費用 8,529

1.支払利息 　 4,940

2.その他 　　 3,589

経常利益 1,459,925

Ⅵ　特別損失 34,510

1.固定資産除売却損　 34,263

2.その他 　 247

税金等調整前四半期純利益 1,425,415

税金費用 543,356

少数株主利益　 △1,510

四半期純利益 883,569

－ 3 －
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