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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 17,536 ― 178 ― 222 ― 156 ―

20年3月期第2四半期 18,193 5.6 503 47.5 504 39.5 428 110.0

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 17.28 ―

20年3月期第2四半期 47.46 ―

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 24,451 8,724 35.6 965.59
20年3月期 23,483 8,644 36.8 956.53

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  8,716百万円 20年3月期  8,635百万円

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 ― 6.00 ― 7.00 13.00
21年3月期 ― 6.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 6.00 12.00

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 35,609 △0.3 800 8.0 618 27.6 362 69.7 40.14

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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。  

(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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。  

(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、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれております。 
  世界経済・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスクや不安定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。 
  なお、業績予想に関する事項は、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ください。 
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」（企業会計基準第12号 平成19年3月14日）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 平成19年3月14日）を適用しています。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2四半期  9,149,400株 20年3月期  9,149,400株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  122,301株 20年3月期  121,245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  9,027,742株 20年3月期第2四半期  9,029,721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 1,071,625 818,456

受取手形及び売掛金 6,171,883 5,947,729

製品 1,211,985 1,028,882

原材料 1,554,577 1,556,905

仕掛品 456,710 555,942

貯蔵品 34,615 19,458

その他 1,198,914 1,118,863

貸倒引当金 △7,732 △8,176

流動資産合計 11,692,580 11,038,061

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,439,683 3,478,237

機械装置及び運搬具（純額） 4,226,830 4,529,377

土地 2,060,626 2,064,430

建設仮勘定 1,036,416 337,005

その他（純額） 626,641 664,741

有形固定資産合計 11,390,197 11,073,793

無形固定資産   

無形固定資産合計 83,992 112,477

投資その他の資産   

投資有価証券 664,143 707,386

その他 623,633 554,900

貸倒引当金 △3,120 △3,120

投資その他の資産合計 1,284,657 1,259,166

固定資産合計 12,758,847 12,445,437

資産合計 24,451,427 23,483,499

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,627,683 6,041,135

短期借入金 1,661,345 1,742,551

1年内償還予定の社債 260,000 320,000

1年内返済予定の長期借入金 921,250 882,527

未払金 1,925,840 1,721,248

未払法人税等 38,818 200

賞与引当金 444,674 457,393

役員賞与引当金 400 21,500

その他 429,412 573,616

流動負債合計 12,309,424 11,760,173



（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) 

固定負債   

長期借入金 2,094,658 1,760,836

退職給付引当金 799,964 816,619

役員退職慰労引当金 172,880 202,900

その他 350,432 298,261

固定負債合計 3,417,936 3,078,617

負債合計 15,727,360 14,838,790

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,190,000 2,190,000

資本剰余金 3,882,991 3,882,991

利益剰余金 2,353,765 2,324,457

自己株式 △58,356 △57,968

株主資本合計 8,368,400 8,339,480

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 90,230 121,611

為替換算調整勘定 257,820 174,629

評価・換算差額等合計 348,051 296,240

少数株主持分 7,615 8,987

純資産合計 8,724,067 8,644,708

負債純資産合計 24,451,427 23,483,499



（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 17,536,486

売上原価 14,744,434

売上総利益 2,792,052

販売費及び一般管理費 2,613,762

営業利益 178,289

営業外収益  

受取利息 6,185

受取配当金 7,284

為替差益 61,149

その他 41,867

営業外収益合計 116,486

営業外費用  

支払利息 52,307

手形売却損 1,345

その他 18,369

営業外費用合計 72,021

経常利益 222,754

特別利益  

過年度受取特許料 7,202

固定資産売却益 7,385

特別利益合計 14,587

特別損失  

前期損益修正損 13,075

固定資産除却損 12,722

子会社工場閉鎖費用 10,713

特別損失合計 36,511

税金等調整前四半期純利益 200,830

法人税、住民税及び事業税 24,381

法人税等調整額 20,924

法人税等合計 45,306

少数株主損失（△） △480

四半期純利益 156,004



（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 200,830

減価償却費 843,020

貸倒引当金の増減額（△は減少） △444

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,655

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △30,020

受取利息及び受取配当金 △13,469

支払利息 52,307

為替差損益（△は益） 1,592

有形固定資産除却損 12,722

有形固定資産売却損益（△は益） △7,385

売上債権の増減額（△は増加） △155,586

たな卸資産の増減額（△は増加） △67,257

仕入債務の増減額（△は減少） 593,043

未払消費税等の増減額（△は減少） △46,091

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,730

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,100

その他 △164,061

小計 1,167,714

利息及び配当金の受取額 13,469

利息の支払額 △54,267

法人税等の還付額 30,302

法人税等の支払額 △6,039

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,151,179

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 △1,035,029

有形固定資産の売却による収入 11,340

無形固定資産の取得による支出 △15,906

投資有価証券の取得による支出 △9,409

貸付けによる支出 △5,340

貸付金の回収による収入 5,040

その他 △16,393

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,065,699

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） △80,000

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 △502,180

社債の償還による支出 △60,000

自己株式の取得による支出 △387

配当金の支払額 △63,197

その他 △7,541

財務活動によるキャッシュ・フロー 186,693

現金及び現金同等物に係る換算差額 △18,295

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 253,878

現金及び現金同等物の期首残高 782,207

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,036,086
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