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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 8,628 ― 123 ― 454 ― 144 ―

20年3月期第1四半期 7,659 △0.2 △614 ― △384 ― △276 ―

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 4.37 ―

20年3月期第1四半期 △8.40 ―

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 56,655 35,740 63.1 1,082.12
20年3月期 54,728 36,498 66.7 1,106.63

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  35,740百万円 20年3月期  36,498百万円

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 ― 10.00 ― 40.00 50.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 10.00 ― 40.00 50.00

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 18,500 11.4 140 ― 140 △56.0 80 ― 2.40
通期 44,000 4.1 7,200 2.0 7,400 2.5 4,300 18.8 128.90

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  無  

(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．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、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成されており、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項目については、添付資料の２ページを参照してください。 
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 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  33,359,040株 20年3月期  33,359,040株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  331,311株 20年3月期  377,629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  33,003,552株 20年3月期第1四半期  32,969,555株







５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 6,690 5,701

受取手形及び売掛金 2,069 2,336

商品 199 147

製品 712 574

原材料 158 128

仕掛品 2,404 2,277

繰延税金資産 292 471

その他 213 210

貸倒引当金 △2 △5

流動資産合計 12,738 11,841

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 30,718 30,709

減価償却累計額 △11,575 △11,330

建物及び構築物（純額） 19,143 19,379

土地 10,092 10,092

その他 16,008 14,665

減価償却累計額 △6,869 △6,604

その他（純額） 9,138 8,060

有形固定資産合計 38,374 37,532

無形固定資産   

その他 142 142

無形固定資産合計 142 142

投資その他の資産   

その他 5,448 5,259

貸倒引当金 △47 △48

投資その他の資産合計 5,400 5,211

固定資産合計 43,917 42,886

資産合計 56,655 54,728



（単位：百万円）

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 3,146 3,297

短期借入金 14,500 9,500

未払法人税等 39 2,652

引当金 328 606

その他 2,806 2,076

流動負債合計 20,820 18,133

固定負債   

その他 95 96

固定負債合計 95 96

負債合計 20,915 18,229

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,500 5,500

資本剰余金 5,692 5,692

利益剰余金 25,279 26,480

自己株式 △703 △802

株主資本合計 35,767 36,870

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 129 △97

為替換算調整勘定 △157 △274

評価・換算差額等合計 △27 △371

純資産合計 35,740 36,498

負債純資産合計 56,655 54,728



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 8,628

売上原価 6,433

売上総利益 2,195

販売費及び一般管理費  

販売手数料 595

運搬費 593

賞与引当金繰入額 58

貸倒引当金繰入額 4

その他 818

販売費及び一般管理費合計 2,071

営業利益 123

営業外収益  

為替差益 209

助成金収入 78

その他 71

営業外収益合計 360

営業外費用  

支払利息 29

営業外費用合計 29

経常利益 454

特別利益  

貸倒引当金戻入額 8

その他 0

特別利益合計 8

特別損失  

投資有価証券評価損 97

災害による損失 9

その他 0

特別損失合計 106

税金等調整前四半期純利益 355

法人税、住民税及び事業税 71

法人税等調整額 140

法人税等合計 211

四半期純利益 144



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 355

減価償却費 520

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3

賞与引当金の増減額（△は減少） △278

受取利息及び受取配当金 △40

支払利息 29

為替差損益（△は益） △209

投資有価証券評価損益（△は益） 97

売上債権の増減額（△は増加） 267

たな卸資産の増減額（△は増加） △388

仕入債務の増減額（△は減少） △151

その他の流動資産の増減額（△は増加） 36

その他の流動負債の増減額（△は減少） 763

その他 9

小計 1,008

利息及び配当金の受取額 40

利息の支払額 △29

災害損失の支払額 △4

法人税等の支払額 △2,606

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,591

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 △1,275

その他の支出 △96

その他の収入 74

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,297

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 5,000

自己株式の取得による支出 △1

自己株式の売却による収入 74

配当金の支払額 △1,320

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,751

現金及び現金同等物に係る換算差額 95

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 958

現金及び現金同等物の期首残高 4,999

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,958
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