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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 6,468 ― 164 ― 285 ― 74 ―

20年3月期第1四半期 6,312 △0.3 107 △54.5 202 △41.3 43 △79.3

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 3.87 ―

20年3月期第1四半期 2.25 ―

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 36,837 29,615 79.5 1,517.92
20年3月期 36,278 29,578 80.6 1,516.55

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  29,276百万円 20年3月期  29,251百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 7.50 ― 7.50 15.00

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  有  
 

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 13,700 ― 250 ― 460 ― 200 ― 10.37
通期 26,000 5.3 420 147.0 755 49.2 290 ― 15.04

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．平成20年５月15日に公表いたしました連結業績予想は、第２四半期連結累計期間、通期とも本資料において修正しております。 
２．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記１に係る業績予
想の具体的修正内容は、３ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
３．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。  

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  22,000,000株 20年3月期  22,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,712,530株 20年3月期  2,711,730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  19,287,903株 20年3月期第1四半期  20,900,649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 6,102 6,237

受取手形及び売掛金 5,886 5,118

商品 305 276

製品 2,223 2,366

原材料 2,151 2,029

仕掛品 796 812

繰延税金資産 134 131

その他 745 581

貸倒引当金 △13 △11

流動資産合計 18,333 17,542

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,574 15,408

減価償却累計額 △10,109 △10,019

建物及び構築物（純額） 5,464 5,388

機械装置及び運搬具 13,489 13,442

減価償却累計額 △11,914 △11,811

機械装置及び運搬具（純額） 1,574 1,630

土地 7,576 7,596

建設仮勘定 19 21

その他 1,988 1,996

減価償却累計額 △1,683 △1,680

その他（純額） 305 316

有形固定資産合計 14,941 14,953

無形固定資産   

ソフトウエア 29 31

その他 85 86

無形固定資産合計 114 117

投資その他の資産   

投資有価証券 2,388 2,226

長期貸付金 220 211

繰延税金資産 275 339

その他 595 917

貸倒引当金 △31 △29

投資その他の資産合計 3,448 3,665

固定資産合計 18,504 18,735

資産合計 36,837 36,278



（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   

買掛金 4,310 3,778

未払法人税等 21 19

賞与引当金 351 234

その他 815 954

流動負債合計 5,499 4,986

固定負債   

退職給付引当金 1,539 1,527

役員退職慰労引当金 101 107

その他 81 78

固定負債合計 1,722 1,713

負債合計 7,221 6,700

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,100 1,100

資本剰余金 530 530

利益剰余金 29,293 29,361

自己株式 △2,137 △2,137

株主資本合計 28,785 28,854

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 490 397

評価・換算差額等合計 490 397

少数株主持分 338 326

純資産合計 29,615 29,578

負債純資産合計 36,837 36,278



（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 6,468

売上原価 5,320

売上総利益 1,147

販売費及び一般管理費 982

営業利益 164

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 35

受取賃貸料 47

業務受託手数料 28

持分法による投資利益 4

その他 19

営業外収益合計 136

営業外費用  

売上割引 7

雑支出 6

その他 2

営業外費用合計 16

経常利益 285

特別利益  

前期損益修正益 0

特別利益合計 0

特別損失  

減損損失 108

その他 1

特別損失合計 110

税金等調整前四半期純利益 175

法人税、住民税及び事業税 84

法人税等合計 84

少数株主利益 16

四半期純利益 74



（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 175

減価償却費 222

減損損失 108

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2

賞与引当金の増減額（△は減少） 117

受取利息及び受取配当金 △38

持分法による投資損益（△は益） △4

その他の流動資産の増減額（△は増加） △65

投資有価証券評価損益（△は益） 0

有形固定資産除却損 0

売上債権の増減額（△は増加） △770

たな卸資産の増減額（△は増加） 6

仕入債務の増減額（△は減少） 532

未払消費税等の増減額（△は減少） △28

その他の流動負債の増減額（△は減少） △113

その他 168

小計 322

利息及び配当金の受取額 38

法人税等の支払額 △85

営業活動によるキャッシュ・フロー 276

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 △20

定期預金の払戻による収入 20

有形固定資産の取得による支出 △310

貸付けによる支出 △112

貸付金の回収による収入 5

その他の支出 △0

その他の収入 153

投資活動によるキャッシュ・フロー △264

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 △142

少数株主への配当金の支払額 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △146

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） △134

現金及び現金同等物の期首残高 6,157

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,022



　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）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。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

 （単位：百万円）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額

Ⅰ　売上高 6,312

Ⅱ　売上原価 5,259

売上総利益 1,052

Ⅲ　販売費及び一般管理費 944

営業利益 107

Ⅳ　営業外収益 115

受取利息 2

受取配当金 26

受取賃貸料 46

受取人件費 26

その他　 13

Ⅴ　営業外費用 20

売上割引 8

持分法による投資損失 4

その他 7

経常利益 202

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 90

固定資産売却損 0

固定資産除却損 1

役員退職慰労金 9

役員退職慰労引当金繰入額 79

税金等調整前四半期純利益 111

税金費用 56

少数株主利益 12

四半期純利益 43



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

 （単位：百万円）

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額

Ⅰ　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 111

減価償却費 243

退職給付引当金の増減額　　　（減少：△） 2

役員退職慰労引当金の増減額　（減少：△） 84

賞与引当金の増減額　　　　　（減少：△） 117

受取利息及び受取配当金 △28

持分法による投資損益　　　　（利益：△） 4

その他流動資産の増減額　　　（増加：△） △59

有形固定資産売却損 0

有形固定資産除却損 1

売上債権の増減額　　　　　　（増加：△） △472

たな卸資産の増減額　　　　　（増加：△） △296

仕入債務の増減額　　　　　　（減少：△） 14

未払消費税等の増減額　　　　（減少：△） 50

その他流動負債の増減額　　　（減少：△） △152

その他　 3

小計 △373

利息及び配当金の受取額 28

法人税等の支払額 △56

営業活動によるキャッシュ・フロー △400

Ⅱ　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 △0

有形固定資産の取得による支出　 △34

有形固定資産の売却による収入　 0

投資有価証券の取得による支出　 △21

貸付による支出　 △24

貸付金の回収による収入　 6

その他の投資による支出　 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △73



前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額

Ⅲ　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　 △190

少数株主への配当金の支払額　 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △194

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額　　（減少：△） △668

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,930

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 2,262
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