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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 7,102 ― △67 ― △76 ― △158 ―

20年3月期第1四半期 7,331 9.1 △17 ― △1 ― △27 ―

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 △24.17 ―

20年3月期第1四半期 △4.16 ―

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 22,748 7,772 34.2 1,185.96
20年3月期 23,644 7,947 33.6 1,212.68

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  7,772百万円 20年3月期  7,947百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 13.00 13.00

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 16,300 ― 100 ― 100 ― 30 ― 4.58
通期 33,700 0.6 500 △24.8 500 △30.5 150 △5.4 22.89

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、2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、2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は、2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下さい。 
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  7,136,000株 20年3月期  7,136,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  582,323株 20年3月期  582,323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  6,553,677株 20年3月期第1四半期  6,553,677株



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、昨今のエネルギー・原材料価格等の国際商品市況の高騰が企

業業績の伸び悩みや個人消費低迷の要因となるなど、景気の先行きに不透明感が増してきております。

　当社グループ最大の得意先であるレストラン・ファストフード等の外食関連産業でも、物価上昇による消費者の節

約志向の高まりが既存店売上・客数の前年比マイナスの一因となるなどの不安定な局面を迎えており、当社グループ

の経営環境につきましても、長期化する素材価格や原油価格の高止まり等が収益圧迫要因となり、依然として厳しい

状況が続いております。

　このような情勢の下で、当第１四半期連結会計期間の売上高は71億2百万円となりました。利益面では販管費の増加

などにより、経常損失は7千6百万円(前年同期は1百万円)、四半期純損失は子会社の繰延税金資産の取崩し等により1

億5千8百万円(前年同期は2千7百万円)でありました。

　なお、当社グループの売上計上はいわゆる期末月である３月及び９月に集中するのが現状であり、当第１四半期連

結会計期間についても売上高は例年通り相対的に低水準にとどまるという結果になっております。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間の財政状態については、総資産は売掛債権の減少等により、前連結会計年度末比8億9千

5百万円減の227億4千8百万円となりました。負債については借入金の減少等により、前連結会計年度末比7億2千万円

減の149億7千6百万円となりました。純資産については、前連結会計年度末比1億7千5百万円減の77億7千2百万円とな

りました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年3月期の業績予想につきましては、第２四半期連結累計期間、通期とも、平成20年5月23日に公表いたしま

した数値から変更はありません。

　今後も景気の減速、原材料価格や原油価格の高止まりといった厳しい経営環境が続くものと予想されますが、マー

ケットの拡充と自社製品の拡販に注力すると共に、徹底した生産効率の改善、コスト削減を図って収益確保に努めて

まいります。

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）

　該当事項はありません。

（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

　① 簡便な会計処理

　（棚卸資産の評価方法）

　四半期連結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連結会計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する方法を使用しております。

　また、棚卸資産の簿価切下げに関して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

価切下げを行う方法、あるいは営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産で前連結会計年度末に

おいて帳簿価額を処分見込価額まで切り下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化がない

と認められる限り、前連結会計年度末における貸借対照表価額で計上する方法を使用しております。

 

　（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、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を使

用しております。

　また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度決算におい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、あるいは前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の

発生状況に著しい変化が認められた場合に、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法を使用しております。

　② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理

　該当事項はありません。



（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

　① 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。

 

　② 追加情報

　（有形固定資産の耐用年数の変更）

　当社の機械装置の耐用年数については、平成20年度の法人税法の改正を契機として見直しを行い、当第１

四半期連結会計期間より変更致しました。

　この結果、従来の方法に比べ、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失は、それぞれ4,984千円

増加しております。



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 3,982,969 3,272,607

受取手形及び売掛金 5,308,377 7,639,361

商品 1,150,038 833,098

製品 1,711,517 1,385,422

半製品 110,235 86,244

原材料 1,082,486 1,089,972

仕掛品 118,713 96,348

その他 1,278,001 1,262,975

貸倒引当金 △51,847 △58,972

流動資産合計 14,690,494 15,607,057

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  2,724,693 ※1  2,720,307

減価償却累計額 △2,026,710 △2,014,026

建物及び構築物（純額） 697,982 706,280

機械装置及び運搬具 ※1  2,623,068 ※1  2,607,760

減価償却累計額 △1,881,340 △1,839,501

機械装置及び運搬具（純額） 741,727 768,258

土地 ※1  3,703,723 ※1  3,714,225

その他 1,411,597 1,401,560

減価償却累計額 △1,236,934 △1,219,057

その他（純額） 174,663 182,503

有形固定資産合計 5,318,096 5,371,268

無形固定資産 63,890 67,480

投資その他の資産   

投資有価証券 923,682 914,451

その他 2,033,145 1,933,524

貸倒引当金 △280,628 △249,297

投資その他の資産合計 2,676,199 2,598,679

固定資産合計 8,058,187 8,037,428

資産合計 22,748,681 23,644,485



（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 9,302,404 9,450,721

短期借入金 100,000 750,000

1年内返済予定の長期借入金 236,000 252,000

未払法人税等 164,301 229,416

賞与引当金 139,704 320,309

役員賞与引当金 4,150 16,600

製品保証引当金 98,250 103,000

その他 1,378,027 1,017,578

流動負債合計 11,422,838 12,139,626

固定負債   

社債 1,000,000 1,000,000

長期借入金 710,000 748,000

退職給付引当金 244,222 222,528

役員退職慰労引当金 340,057 333,771

その他 1,259,167 1,253,056

固定負債合計 3,553,448 3,557,355

負債合計 14,976,286 15,696,981

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,471,150 1,471,150

資本剰余金 1,148,365 1,148,365

利益剰余金 3,921,549 4,126,534

自己株式 △441,265 △441,265

株主資本合計 6,099,799 6,304,785

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 84,121 90,883

繰延ヘッジ損益 △150 △149

土地再評価差額金 1,570,044 1,575,900

為替換算調整勘定 18,578 △23,915

評価・換算差額等合計 1,672,595 1,642,718

純資産合計 7,772,394 7,947,503

負債純資産合計 22,748,681 23,644,485



（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 7,102,041

売上原価 4,693,173

売上総利益 2,408,867

販売費及び一般管理費 ※  2,476,313

営業損失（△） △67,445

営業外収益  

受取利息 2,511

受取配当金 8,918

受取賃貸料 8,016

受取手数料 18,114

その他 15,532

営業外収益合計 53,093

営業外費用  

支払利息 11,129

貸倒引当金繰入額 31,331

持分法による投資損失 10,097

その他 9,743

営業外費用合計 62,301

経常損失（△） △76,653

特別利益  

固定資産売却益 7,385

貸倒引当金戻入額 7,453

特別利益合計 14,838

特別損失  

固定資産売却損 149

固定資産除却損 697

投資有価証券評価損 56

特別損失合計 903

税金等調整前四半期純損失（△） △62,718

法人税、住民税及び事業税 150,898

法人税等調整額 △55,205

法人税等合計 95,693

四半期純損失（△） △158,411



　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。

（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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

（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）

科目

前年同四半期
（平成20年3月期
第1四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 7,331,752

Ⅱ　売上原価 5,008,934

売上総利益 2,322,818

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,339,834

　給与手当 1,066,144

　役員賞与引当金
　繰入額

5,000

　賞与引当金繰入額 98,545

　役員退職慰労
　引当金繰入額

1,352

　退職給付費用 49,054

　その他 1,119,738

営業損失 △17,016

Ⅳ　営業外収益 43,702

　受取利息 2,780

　受取配当金 5,984

　受取賃貸料 7,996

　受取手数料 10,624

　その他 16,316

Ⅴ　営業外費用 28,297

　支払利息 15,743

　その他 12,553

経常損失 △1,610

Ⅵ　特別利益 3,122

　貸倒引当金戻入益 3,122

Ⅶ　特別損失 4,957

　固定資産売却損 272

　固定資産除却損 2,185

　過年度役員退職慰労
　引当金繰入額

2,500

税金等調整前四半期純損失 △3,446

税金費用 23,843

四半期純損失 △27,289
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