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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 4,571 ― 186 ― 170 ― 86 ―

20年3月期第2四半期 4,514 3.5 422 △4.8 397 6.6 122 △40.4

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 2.36 2.32
20年3月期第2四半期 3.39 3.30

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 9,279 2,293 24.7 61.11
20年3月期 8,930 2,214 24.8 58.94

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,293百万円 20年3月期  2,214百万円

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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 9,350 3.4 350 △53.2 300 △57.1 160 △40.7 4.37

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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【定常的情報・財務諸表等】４.その他をご覧下さい。  

(2) 四半期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【定常的情報・財務諸表等】４.その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

優先株式 
 期末発行済株式数                 21年3月期第2四半期     1,840,000株     20年3月期第2四半期    1,840,000株  

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2四半期  35,341,410株 20年3月期  35,341,410株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  85,731株 20年3月期  77,755株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  35,260,908株 20年3月期第2四半期  35,274,800株

※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ける入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性がありま
す。 
 ２.当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  







５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 515,264 631,543

受取手形及び売掛金 1,540,062 1,416,158

商品 28,878 35,947

製品 322,574 323,435

原材料 631,297 266,839

仕掛品 35,005 29,684

繰延税金資産 104,990 107,876

その他 71,063 71,112

貸倒引当金 △2,315 △3,406

流動資産合計 3,246,821 2,879,189

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,878,948 1,918,154

機械及び装置（純額） 1,457,361 1,574,307

土地 1,681,577 1,681,577

リース資産（純額） 176,227 －

その他（純額） 175,302 193,125

有形固定資産合計 5,369,417 5,367,164

無形固定資産 6,746 6,746

投資その他の資産   

繰延税金資産 325,077 327,278

その他 343,275 362,015

貸倒引当金 △11,611 △11,614

投資その他の資産合計 656,741 677,679

固定資産合計 6,032,905 6,051,591

資産合計 9,279,726 8,930,781

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 696,636 705,906

短期借入金 1,430,000 1,130,000

1年内返済予定の長期借入金 416,250 472,500

リース債務 77,613 －

未払法人税等 79,256 20,619

賞与引当金 90,000 88,000

その他 507,048 499,994

流動負債合計 3,296,804 2,917,021

固定負債   

長期借入金 3,175,000 3,378,750



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

リース債務 99,205 －

役員退職慰労引当金 158,600 169,390

退職給付引当金 228,188 222,913

長期預り敷金保証金 27,708 27,708

その他 300 －

固定負債合計 3,689,002 3,798,762

負債合計 6,985,806 6,715,783

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,859,070 1,859,070

利益剰余金 465,663 379,626

自己株式 △10,757 △9,985

株主資本合計 2,313,976 2,228,711

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △20,056 △13,713

評価・換算差額等合計 △20,056 △13,713

純資産合計 2,293,919 2,214,998

負債純資産合計 9,279,726 8,930,781



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 4,571,134

売上原価 3,414,861

売上総利益 1,156,272

販売費及び一般管理費 969,946

営業利益 186,326

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 2,268

受取賃貸料 37,021

その他 5,865

営業外収益合計 45,155

営業外費用  

支払利息 39,655

賃貸収入原価 16,789

その他 4,935

営業外費用合計 61,379

経常利益 170,102

特別利益  

固定資産売却益 7,263

貸倒引当金戻入額 1,091

特別利益合計 8,354

特別損失  

前期損益修正損 7,944

固定資産除却損 1,129

投資有価証券評価損 1,771

特別損失合計 10,845

税引前四半期純利益 167,611

法人税、住民税及び事業税 72,214

法人税等調整額 9,360

法人税等合計 81,574

四半期純利益 86,036



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 167,611

減価償却費 295,134

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,091

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10,790

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,275

受取利息及び受取配当金 △2,268

支払利息 39,655

有形固定資産除却損 5,832

有形固定資産売却損益（△は益） △7,263

投資有価証券評価損益（△は益） 1,771

売上債権の増減額（△は増加） △123,903

たな卸資産の増減額（△は増加） △359,816

仕入債務の増減額（△は減少） △9,270

未払消費税等の増減額（△は減少） △20,198

その他 29,344

小計 12,022

利息及び配当金の受取額 2,268

利息の支払額 △38,506

法人税等の支払額 △12,234

営業活動によるキャッシュ・フロー △36,449

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 △84,124

有形固定資産の売却による収入 7,626

投資有価証券の取得による支出 △1,898

関係会社株式の取得による支出 △500

投資活動によるキャッシュ・フロー △78,895

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） 300,000

長期借入金の返済による支出 △260,000

リース債務の返済による支出 △40,161

その他 △771

財務活動によるキャッシュ・フロー △933

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △116,278

現金及び現金同等物の期首残高 631,543

現金及び現金同等物の四半期末残高 515,264
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