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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 6,725 ― 671 ― 794 ― 437 ―
20年3月期第2四半期 6,942 △0.1 987 △17.4 1,119 △13.5 695 △1.3

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 21.49 ―
20年3月期第2四半期 34.19 ―

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 24,443 14,920 59.5 715.73
20年3月期 23,609 14,385 59.4 689.19

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  14,554百万円 20年3月期  14,015百万円

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 ― 9.00 ― 9.00 18.00
21年3月期 ― 9.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 9.00 18.00

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  有   

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 13,450 △2.3 1,300 △23.5 1,500 △19.4 830 △28.2 40.81

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、【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、【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大きく異なる結果となる可能性
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2四半期  23,342,459株 20年3月期  23,342,459株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  3,006,728株 20年3月期  3,006,700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  20,335,748株 20年3月期第2四半期  20,335,770株



定性的情報・財務諸表等

※ 前年同期増減率（前年同期の金額）は、参考として記載しております。 

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、原油価格の高騰および諸資材の価格上昇に加え、サブプライ

ムローン問題に端を発した金融市場の混乱などにより景気の減速感が強まる状況で推移いたしました。

　当社グループの主要な得意先であります紙・パルプ産業は、重油、古紙およびチップ・パルプなどの原燃料価格の

高騰などにより、依然として厳しい経営環境にあります。

　このような状況におきまして、当社グループは今年度からスタートした新中期経営計画に基づき、積極的な営業活

動と技術サービスの向上に努めるとともに、新鋭設備による生産性の向上、コストダウン等に取り組んでまいりまし

たが、売上高は、国内景気の低迷および国内市場の競争激化ならびに国外市場で急激な円高の影響を受けたことなど

により、前年同期比3.1％減の6,725百万円となりました。

　四半期純利益は、設備の新設および税法の耐用年数区分の変更にともなう減価償却費の増加と一部投資有価証券の

評価減などにより、前年同期比37.2％減の437百万円となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

（1）資産、負債及び純資産の状況

　当第２四半期末は前連結会計年度末に比べ、総資産が833百万円、負債が299百万円、純資産が534百万円それぞれ増

加しております。これは、株価の上昇による保有株式の時価評価額が増加したため、投資有価証券、繰延税金負債お

よびその他有価証券評価差額金が増加したことなどによるものです。

　なお、当第２四半期末の自己資本比率は59.5％となりました。

（2）キャッシュ・フローの状況

　当第２四半期末の現金および現金同等物は、前連結会計年度末に比べ577百万円増加し1,785百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりです。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第２四半期において営業活動の結果得られた資金は935百万円（前年同期は895百万円の収入）となりました。こ

れは、税金等調整前四半期純利益が758百万円、減価償却費が578百万円となった一方、法人税等の支払が202百万円、

たな卸資産の増加が136百万円となったことなどによるものです。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動によるキャッシュ・フローは、129百万円の支出（前年同期は391百万円の支出）となりました。これは、

有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が179百万円あったことなどによるものです。

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動によるキャッシュ・フローは、227百万円の支出（前年同期は514百万円の支出）となりました。これは、

配当金の支払が183百万円あったことなどによるものです。

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の当社グループを取り巻く環境につきましては、世界的な金融危機により、円高、株価下落など景気は後退局

面に入り、大変厳しい状況にあります。　　 　

  このような情勢下におきまして、当社グループは、中期経営計画の基本方針を再確認するとともに、その重点施策

を確実に実行することにより、業績の安定・向上に努めてまいる所存です。

　通期の業績予想につきましては、平成20年５月15日付当社「平成20年３月期決算短信」にて発表いたしました平成

21年３月期の業績予想（連結）を、売上高13,450百万円、営業利益1,300百万円、経常利益1,500百万円及び当期純利

益830百万円に修正しております。

　なお、修正の差異の内容につきましては、別途開示しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下

さい。

 

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）

　当該事項はありません
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（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 法人税等の納付税額の算出にあたり加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する簡便的な処理によって

計算しております。また、繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末の検討に使用した将

来の業績予測やタックス・プランニングを利用しております。

② 固定資産の減価償却費の算定方法について定率法を採用している資産については連結会計年度に係る減価償却

費の額を期間按分して算定する方法によっています。

 

（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 棚卸資産の評価基準及び評価方法について従来、製品・仕掛品については総平均法による原価法、原材料・貯

蔵品については移動平均法による原価法によっておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、製品・仕掛品につい

ては総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）、原材料・貯

蔵品については移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

により算定しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は22,993千円減少しております。

③ 所有権移転外ファイナンスリース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によってお

りましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一

部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月

１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができるようになったことに伴い、

第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。

また、所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用

年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

  これにより、当第２四半期連結会計期間末四半期連結財務諸表の資産の部、流動資産にリース投資資産13,777

千円、固定資産の有形固定資産にリース資産94,963千円（純額）、無形固定資産にリース資産74,714千円、投資

その他の資産にリース投資資産308,183千円、及び負債の部、流動負債にリース債務78,765千円、固定負債にリー

ス債務90,912千円を計上しております。　

　また、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。
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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 2,250,777 1,633,058

受取手形及び売掛金 6,040,430 6,094,273

リース投資資産 13,777 －

有価証券 5,012 5,012

商品及び製品 1,167,725 1,129,997

原材料及び貯蔵品 672,886 567,811

仕掛品 1,034,666 1,038,663

繰延税金資産 250,617 255,376

その他 75,919 42,604

貸倒引当金 △79,834 △71,418

流動資産合計 11,431,979 10,695,378

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,441,361 1,775,885

機械装置及び運搬具（純額） 2,941,926 3,332,033

工具、器具及び備品（純額） 181,480 194,226

土地 864,933 864,933

リース資産（純額） 94,963 －

建設仮勘定 6,612 6,908

有形固定資産合計 5,531,278 6,173,987

無形固定資産   

ソフトウエア 33,639 32,850

リース資産 74,714 －

その他 7,404 7,404

無形固定資産合計 115,757 40,254

投資その他の資産   

投資有価証券 6,690,033 6,303,199

長期貸付金 1,293 2,019

繰延税金資産 91,473 90,660

リース投資資産 308,183 －

その他 359,304 403,122

貸倒引当金 △85,929 △98,928

投資その他の資産合計 7,364,358 6,700,073

固定資産合計 13,011,394 12,914,316

資産合計 24,443,374 23,609,695



（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 1,095,026 1,130,012

短期借入金 3,753,580 3,736,030

リース債務 78,765 －

未払法人税等 325,023 215,973

役員賞与引当金 17,500 36,747

その他 1,476,884 1,620,249

流動負債合計 6,746,778 6,739,013

固定負債   

リース債務 90,912 －

長期未払金 24,025 27,446

繰延税金負債 1,037,981 839,115

退職給付引当金 1,201,498 1,203,755

役員退職慰労引当金 220,350 212,100

受入保証金 201,740 202,840

固定負債合計 2,776,508 2,485,257

負債合計 9,523,287 9,224,271

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,435,425 2,435,425

資本剰余金 1,487,838 1,487,838

利益剰余金 10,683,812 10,429,806

自己株式 △1,816,799 △1,816,784

株主資本合計 12,790,277 12,536,285

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,074,242 1,787,942

為替換算調整勘定 △309,675 △309,050

評価・換算差額等合計 1,764,566 1,478,892

少数株主持分 365,242 370,246

純資産合計 14,920,087 14,385,423

負債純資産合計 24,443,374 23,609,695



（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 6,725,199

売上原価 4,545,802

売上総利益 2,179,396

販売費及び一般管理費  

役員報酬 116,673

給料手当及び賞与 567,629

貸倒引当金繰入額 8,769

退職給付費用 17,804

役員退職慰労引当金繰入額 21,350

役員賞与引当金繰入額 17,500

その他 757,677

販売費及び一般管理費合計 1,507,403

営業利益 671,993

営業外収益  

受取利息 8,184

受取配当金 102,829

受取賃貸料 172,726

その他 28,272

営業外収益合計 312,013

営業外費用  

支払利息 30,697

賃貸費用 50,256

その他 108,318

営業外費用合計 189,272

経常利益 794,734

特別利益  

投資有価証券売却益 53,322

特別利益合計 53,322

特別損失  

固定資産除売却損 6,347

投資有価証券評価損 83,310

特別損失合計 89,658

税金等調整前四半期純利益 758,398

法人税、住民税及び事業税 311,927

法人税等調整額 5,381

法人税等合計 317,309

少数株主利益 4,060

四半期純利益 437,028



（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 758,398

減価償却費 578,817

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,792

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △19,247

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,102

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,250

受取利息及び受取配当金 △111,014

支払利息 30,697

固定資産除売却損益（△は益） 3,501

投資有価証券売却損益（△は益） △53,322

売上債権の増減額（△は増加） 55,626

たな卸資産の増減額（△は増加） △136,758

仕入債務の増減額（△は減少） △36,208

その他 △22,446

小計 1,052,397

利息及び配当金の受取額 118,039

利息の支払額 △32,257

法人税等の支払額 △202,974

営業活動によるキャッシュ・フロー 935,205

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △52,000

定期預金の払戻による収入 12,000

有形固定資産の取得による支出 △173,804

無形固定資産の取得による支出 △5,454

投資有価証券の取得による支出 △1,223

投資有価証券の売却による収入 68,479

その他 22,862

投資活動によるキャッシュ・フロー △129,141

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） 16,900

配当金の支払額 △183,021

少数株主への配当金の支払額 △8,763

その他 △52,927

財務活動によるキャッシュ・フロー △227,813

現金及び現金同等物に係る換算差額 △531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 577,719

現金及び現金同等物の期首残高 1,208,058

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,785,777
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