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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 11,164 39.1 133 20.7 123 236.8 62 ―

20年3月期第1四半期 8,027 △0.1 110 △43.5 36 △74.5 △71 △30.1

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 2.57 2.57
20年3月期第1四半期 △2.95 △2.94

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 31,355 7,403 15.8 305.17
20年3月期 31,495 6,943 15.9 286.20

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  4,953百万円 20年3月期  5,001百万円

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 24,000 47.2 700 367.9 600 ― 70 ― 2.89
通期 49,300 38.5 1,900 361.9 1,600 492.7 300 ― 12.37

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．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。 
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 有

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  24,264,100株 20年3月期  24,261,900株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  2,317株 20年3月期  2,268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  24,261,006株 20年3月期第1四半期  24,254,811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 1,483,160 1,691,833

受取手形及び売掛金 2,406,930 2,438,741

有価証券 21,760 27,440

商品 201,821 240,148

原材料 184,754 183,260

仕掛品 117,484 95,262

貯蔵品 44,797 58,904

繰延税金資産 207,718 183,677

その他 1,418,378 959,663

貸倒引当金 △100,283 △35,095

流動資産合計 5,986,523 5,843,836

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,617,488 10,723,750

機械装置及び運搬具（純額） 604,088 598,891

工具、器具及び備品（純額） 1,269,868 1,313,637

リース資産（純額） 189,846 －

土地 2,419,174 2,419,174

建設仮勘定 109,483 95,499

有形固定資産合計 15,209,951 15,150,953

無形固定資産   

のれん 3,048,369 3,157,674

その他 798,305 823,277

無形固定資産合計 3,846,675 3,980,952

投資その他の資産   

投資有価証券 243,706 262,935

長期貸付金 14,204 14,468

敷金及び保証金 4,875,670 4,952,123

繰延税金資産 1,022,041 1,116,822

その他 199,139 213,991

貸倒引当金 △47,480 △45,608

投資その他の資産合計 6,307,279 6,514,732

固定資産合計 25,363,905 25,646,638

繰延資産 4,960 5,410

資産合計 31,355,390 31,495,885



（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 3,193,093 3,367,976

短期借入金 6,853,973 7,079,782

未払金 1,257,458 1,313,249

未払費用 881,734 1,076,561

未払法人税等 85,477 105,862

賞与引当金 391,207 245,375

その他 766,548 482,646

流動負債合計 13,429,493 13,671,453

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 9,869,393 10,299,078

その他 552,539 482,148

固定負債合計 10,521,932 10,881,226

負債合計 23,951,425 24,552,679

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,739,271 2,738,352

資本剰余金 3,321,047 3,441,426

利益剰余金 △1,053,692 △1,116,027

自己株式 △1,850 △1,809

株主資本合計 5,004,776 5,061,941

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △51,378 △60,490

評価・換算差額等合計 △51,378 △60,490

新株予約権 50,565 41,754

少数株主持分 2,400,000 1,900,000

純資産合計 7,403,964 6,943,205

負債純資産合計 31,355,390 31,495,885



（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 11,164,176

売上原価 4,323,397

売上総利益 6,840,778

販売費及び一般管理費 6,707,268

営業利益 133,510

営業外収益  

受取利息及び配当金 1,312

協賛金収入 53,571

その他 44,545

営業外収益合計 99,429

営業外費用  

支払利息 96,005

その他 13,917

営業外費用合計 109,923

経常利益 123,016

特別利益  

固定資産売却益 1,584

保険差益 142,611

その他 2,536

特別利益合計 146,733

特別損失  

固定資産除却損 3,540

減損損失 50,318

その他 28,804

特別損失合計 82,663

税金等調整前四半期純利益 187,086

法人税、住民税及び事業税 59,666

法人税等調整額 65,085

法人税等合計 124,751

四半期純利益 62,334



（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 187,086

減価償却費 381,506

減損損失 50,318

のれん償却額 109,305

繰延資産償却額 108

貸倒引当金の増減額（△は減少） 67,060

賞与引当金の増減額（△は減少） 145,832

新株予約権発行に伴うみなし人件費 10,648

受取利息及び受取配当金 △1,312

支払利息 96,005

為替差損益（△は益） 15

有価証券評価損益（△は益） 5,680

投資有価証券評価損益（△は益） 4,873

投資有価証券売却損益（△は益） 2,156

有形固定資産売却損益（△は益） △1,099

有形固定資産除却損 3,540

保険差益 △142,611

売上債権の増減額（△は増加） 31,810

たな卸資産の増減額（△は増加） 28,716

その他の流動資産の増減額（△は増加） △61,783

仕入債務の増減額（△は減少） △174,883

預り保証金の増減額（△は減少） △7,625

その他の流動負債の増減額（△は減少） △108,681

小計 626,666

利息及び配当金の受取額 1,312

利息の支払額 △103,517

保険金の受取額 150,440

法人税等の支払額 △80,086

営業活動によるキャッシュ・フロー 594,814



（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △194,962

有形固定資産の売却による収入 2,625

無形固定資産の取得による支出 △29,974

投資有価証券の取得による支出 △876

投資有価証券の売却による収入 27,843

短期貸付金の増減額（△は増加） △369,668

長期貸付金の回収による収入 264

長期未収入金の増減額（△は増加） △1,892

敷金及び保証金の差入による支出 △44,512

敷金及び保証金の回収による収入 107,575

預り保証金の返還による支出 760

その他 8,916

投資活動によるキャッシュ・フロー △493,902

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） △530,135

長期借入れによる収入 1,230,000

長期借入金の返済による支出 △1,355,358

長期未払金の増加による収入 43,566

長期未払金の返済による支出 △79,000

リース債務の返済による支出 △8,823

株式の発行による収入 2

少数株主からの払込みによる収入 500,000

自己株式の取得による支出 △41

配当金の支払額 △109,780

財務活動によるキャッシュ・フロー △309,570

現金及び現金同等物に係る換算差額 △15

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △208,673

現金及び現金同等物の期首残高 1,691,833

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,483,160
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