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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 3,530 ― 62 ― 105 ― 61 ―

20年3月期第1四半期 3,957 △9.1 267 △6.1 287 △19.1 161 △29.8

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 2.17 ―

20年3月期第1四半期 5.73 ―

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 22,269 8,674 38.3 303.52
20年3月期 22,710 8,672 37.5 303.32

（参考） 自己資本  21年3月期第1四半期  8,521百万円 20年3月期  8,516百万円

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 5.00 5.00

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 7,700 △1.0 270 △30.9 270 △42.2 140 △47.0 4.98
通期 15,800 2.6 670 △8.3 670 △25.3 370 △28.7 13.16

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.その他をご覧下さい。  

(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.その他をご覧下さい。  

(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。 
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 平成19年3月14日)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 平成19年3月14日)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 28,100,000株 20年3月期 28,100,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期 23,787株 20年3月期 22,191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 28,077,147株 20年3月期第1四半期 28,079,427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 3,646,329 3,484,386

受取手形及び売掛金 3,469,311 3,746,159

有価証券 － 499,712

商品 91,637 100,408

製品 545,020 596,888

原材料 569,618 527,180

仕掛品 1,603,480 1,550,837

貯蔵品 16,889 16,600

その他 496,113 376,790

貸倒引当金 △1,878 △1,953

流動資産合計 10,436,522 10,897,009

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,637,439 2,678,395

土地 3,275,185 3,275,185

その他 2,828,944 2,912,944

有形固定資産合計 8,741,569 8,866,525

無形固定資産   

その他 137,350 140,418

無形固定資産合計 137,350 140,418

投資その他の資産   

投資有価証券 2,079,272 1,878,842

その他 918,725 968,374

貸倒引当金 △44,016 △40,580

投資その他の資産合計 2,953,981 2,806,636

固定資産合計 11,832,902 11,813,579

資産合計 22,269,424 22,710,589
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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   

支払手形及び買掛金 2,975,954 2,916,871

短期借入金 3,067,093 3,063,837

賞与引当金 513,429 320,207

未払法人税等 162,273 105,643

その他 1,091,476 1,685,992

流動負債合計 7,810,227 8,092,553

固定負債   

長期借入金 2,515,874 2,689,207

退職給付引当金 1,977,837 1,967,176

役員退職慰労引当金 178,340 173,809

その他 1,112,275 1,115,580

固定負債合計 5,784,328 5,945,772

負債合計 13,594,556 14,038,326

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,875,000 1,875,000

資本剰余金 1,451,395 1,451,395

利益剰余金 3,271,740 3,351,026

自己株式 △5,750 △5,421

株主資本合計 6,592,385 6,672,000

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 620,402 495,579

土地再評価差額金 1,337,165 1,337,165

為替換算調整勘定 △28,135 11,588

評価・換算差額等合計 1,929,432 1,844,332

少数株主持分 153,051 155,929

純資産合計 8,674,868 8,672,263

負債純資産合計 22,269,424 22,710,589
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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 3,530,659

売上原価 2,756,222

売上総利益 774,436

販売費及び一般管理費 711,517

営業利益 62,919

営業外収益  

持分法による投資利益 17,725

設備賃貸料 21,655

受取ロイヤリティー 43,618

その他 28,418

営業外収益合計 111,417

営業外費用  

支払利息 39,650

その他 28,892

営業外費用合計 68,542

経常利益 105,794

特別利益  

投資有価証券売却益 1,355

特別利益合計 1,355

税金等調整前四半期純利益 107,149

法人税、住民税及び事業税 145,926

法人税等調整額 △105,308

法人税等合計 40,618

少数株主利益 5,419

四半期純利益 61,111
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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 107,149

減価償却費 175,378

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,361

賞与引当金の増減額（△は減少） 193,222

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,661

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,531

受取利息及び受取配当金 △4,939

支払利息 39,650

持分法による投資損益（△は益） △17,725

投資有価証券売却損益（△は益） △1,355

売上債権の増減額（△は増加） 276,847

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,731

仕入債務の増減額（△は減少） 59,082

その他の流動資産の増減額（△は増加） △47,587

その他の流動負債の増減額（△は減少） △12,453

その他 △616

小計 750,476

利息及び配当金の受取額 31,634

利息の支払額 △37,924

法人税等の支払額 △83,736

営業活動によるキャッシュ・フロー 660,450

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 △157

投資有価証券の売却による収入 1,773

有形及び無形固定資産の取得による支出 △631,900

その他 △6,421

投資活動によるキャッシュ・フロー △636,705

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 56,406

長期借入金の返済による支出 △226,483

自己株式の取得による支出 △329

配当金の支払額 △140,398

財務活動によるキャッシュ・フロー △310,804

現金及び現金同等物に係る換算差額 △50,709

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △337,768

現金及び現金同等物の期首残高 3,958,685

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,620,916
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