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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 6,595 ― 830 ― 896 ― 474 ―
20年3月期第1四半期 6,843 △7.0 1,076 △16.8 1,134 △13.8 512 △29.1

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 23.64 ―
20年3月期第1四半期 25.51 ―

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 72,740 70,711 97.2 3,522.18
20年3月期 73,520 70,460 95.8 3,509.69

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  70,711百万円 20年3月期  70,460百万円

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 ― 13.00 ― 13.00 26.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 13.00 ― 13.00 26.00

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 14,150 0.8 2,124 △6.6 2,240 △5.8 1,250 8.6 62.26
通期 30,000 △5.4 4,770 △9.2 5,000 △8.7 2,840 23.1 141.46

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、２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、２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  20,080,480株 20年3月期  20,080,480株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  4,510株 20年3月期  4,350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  20,076,060株 20年3月期第1四半期  20,076,646株

※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。なお、上記予想に関する事項は、２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。 
２．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。  
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 
当第１四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題による米国経済の減速や、株式・為替市場

の変動および原油・原材料価格の高騰により、企業業績や個人消費が伸び悩むなど、減速傾向が見られる状
況となりました。 
このような経済情勢のもと、当社は地金高騰の中においても、当社の強みである製販一貫体制を生かし、

新商品のデザインを工夫することなどによって、値ごろ感のある商品開発をしてまいりました。 
この結果、当第１四半期の業績は、売上高は６５億９５百万円（前年同期比３.６％減）、営業利益

は８億３０百万円（前年同期比２２.８％減）、経常利益は８億９６百万円（前年同期比２１.０％減）、四

半期純利益は４億７４百万円（前年同期比７.３％減）となりました。 
 
２．財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期会計期間末の総資産は、７２７億４０百万円となり、前事業年度末と比較して、７億８０百
万円減少しております。 
流動資産は、前事業年度末と比較して、７億９８百万円減少しております。これは主に、法人税等および

配当金支払により現金及び預金が２億７６百万円減少したことによるものであります。また、たな卸資産、
売掛金、繰延税金資産においても１億８７百万円、１億５２百万円、１億４５百万円それぞれ減少したこと
によるものです。 

固定資産は、前事業年度末と比較して、１７百万円増加しております。これは主に、有形固定資産が４２百
万円減少したものの、新店等の差入保証金が４３百万円増加したことなどにより、投資その他の資産が６１百
万円増加したためであります。 

流動負債は、前事業年度末と比較して、１０億３５百万円減少しております。これは主に、法人税等の支
払により未払法人税等が１１億９６百万円減少したことによるものです。 
純資産は、前事業年度末と比較して、２億５０百万円増加しております。これは主に、配当金を２億６０

百万円支払い、四半期純利益４億７４百万円を計上したことによるものです。 
 

３. 業績予想に関する定性的情報 

第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては、平成２０年５月１８日に公表の「平成２０年３
月期決算短信」に記載のとおりであり、業績予想は修正しておりません。 

 

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 

①棚卸資産の評価方法 

当第１四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前事業年度に係る実地棚
卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。また、棚卸資産の簿価切下げに関しては収
益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価を切下げて評価しております。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する
方法によっております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境

等の著しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況について前事業年度末から大幅な変動
がないと認められるので、前事業年度にて使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用
する方法によっております。 

 
(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 

①「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)を当第１四半期会計期間から適用しております。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たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

従来、たな卸資産のうち原材料地金については移動平均法による低価法、仕掛品（地金部分）につい
ては個別法（製造ロット別）による低価法、製品その他のたな卸資産については、主として個別法（製
造ロット別）による原価法により算定しておりましたが、当第１四半期会計期間より「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、原材
料地金については移動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）、仕掛品（地
金部分）については個別法（製造ロット別）による原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、

製品その他のたな卸資産については、主として個別法（製造ロット別）による原価法（収益性の低下
に基づく簿価切下げの方法）に変更しております。 
この変更による損益に与える影響はありません。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
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 30,853 31,130

受取手形及び売掛金 1,659 1,858

製品 17,758 17,675

原材料 1,279 1,402

仕掛品 787 872

その他 454 651

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 52,787 53,585

固定資産   

有形固定資産   

土地 11,248 11,248

その他（純額） 2,187 2,229

有形固定資産合計 13,435 13,477

無形固定資産 535 537

投資その他の資産   

その他 5,981 5,920

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 5,981 5,920

固定資産合計 19,952 19,935

資産合計 72,740 73,520

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 340 254

未払法人税等 278 1,474

引当金 111 256

その他 1,146 926

流動負債合計 1,876 2,912

固定負債   

引当金 114 112

その他 37 35

固定負債合計 152 147

負債合計 2,028 3,059
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（単位：百万円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,098 13,098

資本剰余金 15,707 15,707

利益剰余金 41,873 41,659

自己株式 △13 △13

株主資本合計 70,665 70,452

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 45 8

評価・換算差額等合計 45 8

純資産合計 70,711 70,460

負債純資産合計 72,740 73,520
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：百万円）

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 6,595

売上原価 3,070

売上総利益 3,525

販売費及び一般管理費 2,694

営業利益 830

営業外収益  

受取利息 46

その他 19

営業外収益合計 65

営業外費用  

減価償却費 0

その他 0

営業外費用合計 0

経常利益 896

特別利益  

投資有価証券売却益 2

特別利益合計 2

特別損失  

固定資産除却損 2

投資有価証券評価損 11

特別損失合計 13

税引前四半期純利益 885

法人税、住民税及び事業税 259

法人税等調整額 151

法人税等合計 410

四半期純利益 474
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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  

税引前四半期純利益 885

減価償却費 80

受取利息及び受取配当金 △52

売上債権の増減額（△は増加） 198

たな卸資産の増減額（△は増加） 187

仕入債務の増減額（△は減少） 85

その他 94

小計 1,479

利息及び配当金の受取額 53

法人税等の支払額 △1,419

営業活動によるキャッシュ・フロー 112

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 △95

差入保証金の差入による支出 △88

差入保証金の回収による収入 43

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △138

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △250

財務活動によるキャッシュ・フロー △250

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） △276

現金及び現金同等物の期首残高 31,130

現金及び現金同等物の四半期末残高 30,853
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

(要約) 四半期損益計算書 

（前第１四半期累計期間） 
  

（単位：百万円）  

 
前年同四半期 

（平成20年3月期第1四半期） 

売上高 6,843 

売上原価 3,134 

売上総利益 3,708 

販売費及び一般管理費 2,632 

営業利益 1,076 

営業外収益 61 

営業外費用 3 

経常利益 1,134 

特別利益 34 

特別損失 131 

税引前四半期純利益 1,037 

税金費用 525 

四半期純利益 512 
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(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)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。 
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