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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 2,528 ― △61 ― △152 ― △156 ―
20年3月期第1四半期 2,708 △11.7 △8 ― △63 ― △114 ―

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 △5.24 ―
20年3月期第1四半期 △3.81 ―

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 26,703 6,460 22.4 199.45
20年3月期 27,641 6,715 22.4 206.37

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,972百万円 20年3月期  6,180百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

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 5,350 △3.5 20 △72.9 △160 ― △190 ― △6.34
通期 11,540 △0.8 540 113.8 170 ― 10 ― 0.33

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  無  

(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） 

詳細は、３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．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）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  30,000,000株 20年3月期  30,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  54,208株 20年3月期  53,343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  29,946,138株 20年3月期第1四半期  29,954,634株







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 1,206,949 1,993,728

受取手形及び売掛金 2,187,597 2,969,682

有価証券 740,416 740,625

商品 704,291 821,925

製品 15,823 4,133

半製品 15,646 13,017

原材料 177,145 154,483

仕掛品 269,822 259,672

繰延税金資産 20,300 135,635

その他 479,935 455,601

貸倒引当金 △22,760 △25,788

流動資産合計 5,795,167 7,522,718

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,820,217 8,984,892

土地 9,466,933 9,466,933

その他（純額） 512,689 518,232

有形固定資産合計 19,799,840 18,970,058

無形固定資産 103,571 113,229

投資その他の資産   

投資有価証券 374,160 388,288

破産更生債権等 795,081 814,389

その他 369,599 367,450

貸倒引当金 △534,279 △534,848

投資その他の資産合計 1,004,562 1,035,279

固定資産合計 20,907,975 20,118,567

資産合計 26,703,143 27,641,286



（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 1,544,283 1,968,100

短期借入金 4,571,819 2,965,826

未払法人税等 15,947 16,277

返品調整引当金 28,337 203,415

賞与引当金 26,226 29,464

その他 1,700,851 2,687,006

流動負債合計 7,887,464 7,870,089

固定負債   

長期借入金 5,484,302 6,477,710

長期預り保証金 3,818,064 3,399,034

繰延税金負債 18,981 146,041

再評価に係る繰延税金負債 2,941,904 2,941,904

退職給付引当金 68,074 56,208

その他 23,500 34,950

固定負債合計 12,354,826 13,055,849

負債合計 20,242,291 20,925,939

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,500,000 1,500,000

資本剰余金 503,375 503,375

利益剰余金 △331,120 △174,308

自己株式 △6,178 △6,096

株主資本合計 1,666,077 1,822,970

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,289 35,845

繰延ヘッジ損益 △1,016 △2,184

土地再評価差額金 4,264,422 4,264,422

為替換算調整勘定 15,837 59,043

評価・換算差額等合計 4,306,532 4,357,126

少数株主持分 488,241 535,250

純資産合計 6,460,851 6,715,347

負債純資産合計 26,703,143 27,641,286



（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 2,528,381

売上原価 1,991,368

売上総利益 537,012

販売費及び一般管理費 598,963

営業損失（△） △61,951

営業外収益  

受取利息 4,402

その他 3,795

営業外収益合計 8,197

営業外費用  

支払利息 88,955

その他 10,080

営業外費用合計 99,036

経常損失（△） △152,789

特別利益  

固定資産売却益 290

貸倒引当金戻入額 3,584

特別利益合計 3,874

特別損失  

固定資産処分損 1,384

その他 47

特別損失合計 1,431

税金等調整前四半期純損失（△） △150,346

法人税、住民税及び事業税 12,684

法人税等調整額 △6,655

法人税等合計 6,028

少数株主利益 436

四半期純損失（△） △156,811



（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損失（△） △150,346

減価償却費 144,261

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,596

返品調整引当金の増減額（△は減少） △175,077

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,238

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,865

受取利息及び受取配当金 △5,837

支払利息 88,955

固定資産除売却損益（△は益） 1,094

売上債権の増減額（△は増加） 802,802

たな卸資産の増減額（△は増加） 68,745

仕入債務の増減額（△は減少） △420,567

預り保証金の増減額（△は減少） 433,969

その他 △59,321

小計 733,708

利息及び配当金の受取額 6,028

利息の支払額 △81,715

法人税等の支払額 △10,951

営業活動によるキャッシュ・フロー 647,069

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △2,027,097

固定資産の除却による支出 △400

有形及び無形固定資産の売却による収入 1,577

投資有価証券の取得による支出 △328

その他 157

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,026,092

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,667

長期借入れによる収入 900,000

長期借入金の返済による支出 △285,748

自己株式の純増減額（△は増加） △81

財務活動によるキャッシュ・フロー 612,502

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20,258

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △786,778

現金及び現金同等物の期首残高 1,753,728

現金及び現金同等物の四半期末残高 966,949
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