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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 10,539 ― 10 ― 34 ― 7 ―
20年3月期第2四半期 11,695 △8.9 53 181.4 70 71.4 △76 ―

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2四半期 1.26 ―
20年3月期第2四半期 △13.26 ―

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2四半期 16,154 13,518 83.6 2,343.33
20年3月期 16,600 13,681 82.4 2,371.57

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  13,518百万円 20年3月期  13,681百万円

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 ― ― ― 25.00 25.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 25.00 25.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 25,974 △1.4 803 △6.3 845 △5.6 507 21.9 87.98

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、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．平成20年５月13日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。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場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予
想に関する定性的情報をご参照下さい。 
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。 
なお、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）については、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正す
る内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。  

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2四半期  5,769,040株 20年3月期  5,769,040株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  86株 20年3月期  40株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  5,768,966株 20年3月期第2四半期  5,769,000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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 4,100,002 5,153,591

受取手形及び売掛金 3,057,382 3,154,576

有価証券 300,000 498,629

商品及び製品 1,160,641 1,085,696

原材料及び貯蔵品 55,534 59,819

繰延税金資産 99,943 94,422

その他 49,707 89,940

貸倒引当金 △12,299 △14,240

流動資産合計 8,810,912 10,122,436

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,269,567 1,324,485

機械装置及び運搬具（純額） 344,806 378,461

土地 3,847,031 3,860,631

その他（純額） 101,753 116,171

有形固定資産合計 5,563,159 5,679,750

無形固定資産 64,691 71,779

投資その他の資産   

投資有価証券 1,247,190 291,550

繰延税金資産 230,029 204,185

その他 241,984 235,253

貸倒引当金 △3,094 △4,325

投資その他の資産合計 1,716,110 726,663

固定資産合計 7,343,961 6,478,193

資産合計 16,154,873 16,600,630



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 1,769,545 1,785,801

1年内返済予定の長期借入金 10,036 20,032

未払法人税等 37,590 339,000

賞与引当金 203,643 130,531

役員賞与引当金 2,520 7,020

その他 197,326 240,499

流動負債合計 2,220,661 2,522,884

固定負債   

退職給付引当金 155,618 146,547

役員退職慰労引当金 223,339 216,445

その他 36,641 33,193

固定負債合計 415,598 396,185

負債合計 2,636,259 2,919,069

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,344,021 2,344,021

資本剰余金 2,295,156 2,295,156

利益剰余金 8,876,408 9,013,348

自己株式 △105 △60

株主資本合計 13,515,481 13,652,466

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,131 29,094

評価・換算差額等合計 3,131 29,094

純資産合計 13,518,613 13,681,560

負債純資産合計 16,154,873 16,600,630



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 10,539,293

売上原価 8,659,087

売上総利益 1,880,206

販売費及び一般管理費 1,869,291

営業利益 10,914

営業外収益  

受取利息 10,323

受取配当金 1,901

受取賃貸料 7,482

その他 6,407

営業外収益合計 26,114

営業外費用  

支払利息 62

有価証券売却損 928

賃貸収入原価 1,796

営業外費用合計 2,787

経常利益 34,241

特別利益  

固定資産売却益 33

貸倒引当金戻入額 2,321

特別利益合計 2,354

特別損失  

固定資産売却損 9

固定資産除却損 131

減損損失 13,600

特別損失合計 13,741

税金等調整前四半期純利益 22,855

法人税、住民税及び事業税 29,798

法人税等調整額 △14,228

法人税等合計 15,569

四半期純利益 7,285



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 22,855

減価償却費 135,408

賞与引当金の増減額（△は減少） 73,112

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,071

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,894

減損損失 13,600

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,172

受取利息及び受取配当金 △12,224

支払利息 62

有価証券売却損益（△は益） 928

有形固定資産売却損益（△は益） △23

有形固定資産除却損 131

売上債権の増減額（△は増加） 97,193

たな卸資産の増減額（△は増加） △70,659

仕入債務の増減額（△は減少） △16,256

その他の資産の増減額（△は増加） 34,879

その他の負債の増減額（△は減少） △42,110

小計 245,189

利息及び配当金の受取額 7,833

利息の支払額 △57

法人税等の支払額 △323,985

営業活動によるキャッシュ・フロー △71,020

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 500,000

有価証券の償還による収入 500,000

有形固定資産の取得による支出 △25,606

有形固定資産の売却による収入 93

無形固定資産の取得による支出 △2,795

投資有価証券の取得による支出 △1,000,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △28,309

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △9,996

自己株式の取得による支出 △45

配当金の支払額 △144,218

財務活動によるキャッシュ・フロー △154,259

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △253,588

現金及び現金同等物の期首残高 4,653,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,400,002
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