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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 1,748 ― △70 ― 59 ― 34 ―
20年3月期第1四半期 1,662 12.5 △67 ― 6 △77.7 △11 ―

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 3.71 ―
20年3月期第1四半期 △1.29 ―

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 24,624 22,715 92.2 2,469.18
20年3月期 25,115 23,136 92.1 2,514.95

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  22,715百万円 20年3月期  23,136百万円

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 ― ― ― 30.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 30.00 30.00

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 3,600 △2.4 △160 ― △130 ― △140 ― △15.20
通期 8,500 18.9 260 ― 320 ― 270 ― 29.31

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  

(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） 

(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.業績予想（平成20年5月15日発表）の見直しは行っておりません。上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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場合があります。 
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  9,333,654株 20年3月期  9,333,654株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  134,122株 20年3月期  134,046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  9,199,569株 20年3月期第1四半期  9,229,638株
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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 13,617,329 13,984,423

受取手形及び売掛金 1,964,224 1,845,576

商品 193 21

製品 240,550 211,526

原材料 382,908 466,632

仕掛品 574,603 600,760

貯蔵品 30,121 15,913

未収還付法人税等 50,886 68,395

その他 249,891 329,767

貸倒引当金 △6,604 △6,005

流動資産合計 17,104,105 17,517,010

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,402,444 4,458,047

減価償却累計額 △1,971,254 △1,941,999

建物及び構築物（純額） 2,431,189 2,516,048

機械装置及び運搬具 2,504,105 2,583,250

減価償却累計額 △1,738,074 △1,734,279

機械装置及び運搬具（純額） 766,031 848,970

土地 2,211,508 2,211,508

その他 1,996,322 1,866,409

減価償却累計額 △1,201,045 △1,173,260

その他（純額） 795,276 693,149

有形固定資産合計 6,204,005 6,269,677

無形固定資産   

のれん 140,390 162,964

その他 115,690 130,935

無形固定資産合計 256,081 293,899

投資その他の資産   

投資有価証券 26,496 23,730

投資不動産（純額） 883,825 886,100

その他 151,737 126,690

貸倒引当金 △1,597 △1,597

投資その他の資産合計 1,060,462 1,034,924

固定資産合計 7,520,548 7,598,501

資産合計 24,624,654 25,115,511
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（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   

買掛金 267,823 395,398

未払法人税等 27,070 56,392

その他 994,422 920,197

流動負債合計 1,289,315 1,371,988

固定負債   

退職給付引当金 283,102 269,076

長期未払金 149,058 149,126

長期預り保証金 162,763 164,191

長期預り敷金 19,037 19,037

その他 6,096 5,504

固定負債合計 620,057 606,936

負債合計 1,909,373 1,978,924

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,791,682 6,791,682

資本剰余金 10,571,419 10,571,419

利益剰余金 5,771,949 5,986,363

自己株式 △370,622 △370,462

株主資本合計 22,764,430 22,979,003

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,427 1,814

為替換算調整勘定 △52,576 155,770

評価・換算差額等合計 △49,149 157,584

純資産合計 22,715,280 23,136,587

負債純資産合計 24,624,654 25,115,511
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（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 1,748,544

売上原価 1,170,598

売上総利益 577,946

販売費及び一般管理費 648,766

営業損失（△） △70,819

営業外収益  

受取利息 21,644

受取配当金 215

投資不動産賃貸料 9,600

為替差益 86,406

その他 18,629

営業外収益合計 136,495

営業外費用  

不動産賃貸原価 3,603

その他 2,127

営業外費用合計 5,730

経常利益 59,945

特別利益  

固定資産売却益 44

貸倒引当金戻入額 1

特別利益合計 45

特別損失  

固定資産除却損 21

特別損失合計 21

税金等調整前四半期純利益 59,969

法人税、住民税及び事業税 10,124

法人税等調整額 15,715

法人税等合計 25,840

四半期純利益 34,129
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（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 59,969

減価償却費 146,823

のれん償却額 18,964

受取利息及び受取配当金 △21,860

賃貸料の受取額 △9,600

固定資産売却損益（△は益） △44

固定資産除却損 21

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,211

長期未払金の増減額（△は減少） △68

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,025

為替差損益（△は益） △63

売上債権の増減額（△は増加） △195,301

たな卸資産の増減額（△は増加） 11,398

その他の資産の増減額（△は増加） 56,989

仕入債務の増減額（△は減少） △25,793

その他の負債の増減額（△は減少） △30,064

小計 26,608

利息及び配当金の受取額 32,626

法人税等の支払額 △9,050

営業活動によるキャッシュ・フロー 50,184

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △4,714,052

定期預金の払戻による収入 4,801,190

有形固定資産の取得による支出 △47,811

有形固定資産の売却による収入 1,020

無形固定資産の取得による支出 △5,150

投資有価証券の取得による支出 △60

投資不動産の賃貸による収入 9,600

その他 △111

投資活動によるキャッシュ・フロー 44,623

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 △159

配当金の支払額 △275,982

財務活動によるキャッシュ・フロー △276,141

現金及び現金同等物に係る換算差額 △98,686

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △280,019

現金及び現金同等物の期首残高 2,857,613

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,577,594
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