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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 3,695 ― 138 ― 146 ― 76 ―

20年3月期第1四半期 3,554 13.1 183 29.1 190 29.5 117 42.7

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 20.19 ―

20年3月期第1四半期 27.32 ―

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 9,168 4,980 54.3 1,315.74
20年3月期 9,438 5,069 53.7 1,339.25

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,980百万円 20年3月期  5,069百万円

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 ― ― ― 45.00 45.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 45.00 45.00

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 7,621 0.8 546 △1.8 560 △4.1 331 1.0 87.43
通期 16,200 3.2 1,358 1.7 1,385 1.0 817 6.1 215.81

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） 

 

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  4,369,830株 20年3月期  4,369,830株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  584,237株 20年3月期  584,158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  3,785,634株 20年3月期第1四半期  4,234,635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 3,767,020 3,629,528

受取手形及び売掛金 2,036,478 2,574,537

有価証券 1,032 1,031

仕掛品 269,919 88,637

繰延税金資産 326,451 419,593

その他 107,199 90,045

貸倒引当金 △2,836 △3,386

流動資産合計 6,505,266 6,799,987

固定資産   

有形固定資産   

土地 136,767 136,767

その他（純額） 115,028 112,956

有形固定資産合計 251,795 249,723

無形固定資産   

ソフトウエア 131,655 101,697

その他 37,761 64,306

無形固定資産合計 169,417 166,003

投資その他の資産   

投資有価証券 773,094 764,576

繰延税金資産 847,333 826,769

差入保証金 509,969 510,162

その他 112,054 121,330

投資その他の資産合計 2,242,451 2,222,839

固定資産合計 2,663,664 2,638,566

資産合計 9,168,930 9,438,554

負債の部   

流動負債   

買掛金 336,031 365,742

短期借入金 370,000 －

賞与引当金 452,691 839,692

未払金 374,064 320,799

その他 400,766 643,208

流動負債合計 1,933,554 2,169,441

固定負債   

退職給付引当金 1,912,497 1,862,935

役員退職慰労引当金 340,817 335,633

その他 1,216 600

固定負債合計 2,254,531 2,199,168



（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) 

負債合計 4,188,085 4,368,610

純資産の部   

株主資本   

資本金 653,352 653,352

資本剰余金 488,675 488,675

利益剰余金 5,089,684 5,183,609

自己株式 △1,226,363 △1,226,226

株主資本合計 5,005,349 5,099,410

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △24,504 △29,466

評価・換算差額等合計 △24,504 △29,466

純資産合計 4,980,844 5,069,943

負債純資産合計 9,168,930 9,438,554



（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 3,695,004

売上原価 3,091,314

売上総利益 603,689

販売費及び一般管理費 465,545

営業利益 138,144

営業外収益  

受取利息 2,340

受取配当金 2,910

その他 3,355

営業外収益合計 8,606

営業外費用  

支払利息 258

その他 461

営業外費用合計 719

経常利益 146,030

特別利益  

貸倒引当金戻入額 550

その他 53

特別利益合計 604

特別損失  

固定資産除却損 51

特別損失合計 51

税金等調整前四半期純利益 146,583

法人税、住民税及び事業税 980

法人税等調整額 69,172

法人税等合計 70,153

四半期純利益 76,430



（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 146,583

減価償却費 19,226

退職給付引当金の増減額（△は減少） 49,561

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,184

貸倒引当金の増減額（△は減少） △550

賞与引当金の増減額（△は減少） △387,001

受取利息及び受取配当金 △5,251

支払利息 258

有形固定資産売却損益（△は益） △53

有形固定資産除却損 51

売上債権の増減額（△は増加） 538,059

たな卸資産の増減額（△は増加） △181,393

その他の流動資産の増減額（△は増加） △29,585

その他の固定資産の増減額（△は増加） 9,803

仕入債務の増減額（△は減少） △29,710

未払金の増減額（△は減少） 46,269

未払消費税等の増減額（△は減少） 125

その他の流動負債の増減額（△は減少） 107,539

小計 289,116

利息及び配当金の受取額 5,412

利息の支払額 △258

法人税等の支払額 △351,382

営業活動によるキャッシュ・フロー △57,112

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △150

有形固定資産の取得による支出 △6,917

有形固定資産の売却による収入 277

無形固定資産の取得による支出 △23,103

その他 △151

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,044

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 370,000

自己株式の取得による支出 △136

配当金の支払額 △157,696

その他 △38

財務活動によるキャッシュ・フロー 212,128

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 124,971

現金及び現金同等物の期首残高 3,444,809

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,569,781
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