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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 10,358 ― 529 ― 586 ― 330 ―
20年3月期第2四半期 9,242 △0.1 329 △11.7 404 △13.9 203 △27.6

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 23.51 ―
20年3月期第2四半期 14.51 ―

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 21,288 16,715 78.5 1,189.57
20年3月期 20,660 16,615 80.4 1,182.45

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  16,715百万円 20年3月期  16,615百万円

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 ― 10.00 ― 9.00 19.00
21年3月期 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 9.00 19.00

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  

    詳細は、３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。  

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 19,500 4.5 1,040 20.6 1,150 17.0 640 23.0 45.54

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  

詳細は、３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。  

(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） 

詳細は、３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 
 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。  

 

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  14,056,198株 20年3月期  14,056,198株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  4,529株 20年3月期  4,237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  14,051,824株 20年3月期第2四半期  14,052,245株







１【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 3,161,125 3,634,500

受取手形及び売掛金 4,968,499 4,222,668

有価証券 100,037 101,195

商品 163,997 131,672

製品 1,259,839 1,274,248

原材料 1,343,776 997,135

貯蔵品 33,474 34,985

繰延税金資産 91,875 92,621

その他 108,584 121,690

貸倒引当金 △2,800 △2,100

流動資産合計 11,228,410 10,608,618

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,619,661 2,677,971

機械装置及び運搬具 1,657,904 1,435,700

土地 2,381,036 2,381,036

建設仮勘定 96,068 93,526

その他 98,076 95,744

有形固定資産合計 6,852,747 6,683,979

無形固定資産 66,641 77,534

投資その他の資産   

投資有価証券 2,520,532 2,699,363

繰延税金資産 272,897 244,988

その他 351,635 347,109

貸倒引当金 △15,398 △15,856

投資その他の資産合計 3,129,666 3,275,605

固定資産合計 10,049,056 10,037,119

繰延資産 11,291 14,946

資産合計 21,288,757 20,660,684



（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 2,318,525 1,821,813

短期借入金 300,173 241,344

1年内返済予定の長期借入金 335,688 343,686

未払法人税等 237,249 209,281

未払消費税等 6,578 57,458

賞与引当金 188,902 122,540

役員賞与引当金 18,270 －

その他 416,912 389,950

流動負債合計 3,822,300 3,186,075

固定負債   

長期借入金 280,000 445,500

繰延税金負債 28,108 －

退職給付引当金 290,566 265,718

長期未払金 144,531 139,136

その他 7,783 8,563

固定負債合計 750,990 858,918

負債合計 4,573,291 4,044,994

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,617,642 3,617,642

資本剰余金 3,414,135 3,414,146

利益剰余金 9,594,706 9,492,081

自己株式 △5,097 △4,806

株主資本合計 16,621,387 16,519,065

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36,834 36,773

為替換算調整勘定 57,243 59,850

評価・換算差額等合計 94,078 96,624

純資産合計 16,715,466 16,615,689

負債純資産合計 21,288,757 20,660,684



（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 10,358,142

売上原価 8,262,142

売上総利益 2,096,000

販売費及び一般管理費 1,566,311

営業利益 529,688

営業外収益  

受取利息 7,830

受取配当金 38,410

受取賃貸料 6,085

その他 32,031

営業外収益合計 84,358

営業外費用  

支払利息 12,084

為替差損 7,068

その他 8,886

営業外費用合計 28,039

経常利益 586,007

特別損失  

固定資産除却損 3,381

投資有価証券評価損 22,750

その他 60

特別損失合計 26,191

税金等調整前四半期純利益 559,815

法人税等 229,398

四半期純利益 330,417



【第２四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 5,265,756

売上原価 4,248,971

売上総利益 1,016,784

販売費及び一般管理費 803,362

営業利益 213,422

営業外収益  

受取利息 3,716

受取配当金 8,931

受取賃貸料 3,245

その他 23,131

営業外収益合計 39,025

営業外費用  

支払利息 6,824

為替差損 7,068

その他 2,867

営業外費用合計 16,761

経常利益 235,685

特別損失  

固定資産除却損 3,073

投資有価証券評価損 22,750

その他 60

特別損失合計 25,883

税金等調整前四半期純利益 209,801

法人税等 89,457

四半期純利益 120,344



（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 559,815

減価償却費 305,616

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,769

貸倒引当金の増減額（△は減少） 242

賞与引当金の増減額（△は減少） 66,362

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 18,270

受取利息及び受取配当金 △46,241

支払利息 12,084

為替差損益（△は益） 4,504

有形固定資産除却損 3,381

有価証券売却損益（△は益） △402

投資有価証券評価損益（△は益） 22,750

売上債権の増減額（△は増加） △704,113

たな卸資産の増減額（△は増加） △325,853

その他の流動資産の増減額（△は増加） 13,230

その他の固定資産の増減額（△は増加） △4,397

仕入債務の増減額（△は減少） 449,144

未払消費税等の増減額（△は減少） △55,503

長期未払金の増減額（△は減少） △1,080

その他の流動負債の増減額（△は減少） 16,592

その他の固定負債の増減額（△は減少） △780

その他 3,831

小計 362,224

利息及び配当金の受取額 46,255

利息の支払額 △11,936

法人税等の支払額 △200,731

営業活動によるキャッシュ・フロー 195,812

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 △1,429,045

定期預金の払戻による収入 1,393,627

有価証券の取得による支出 △199,914

有価証券の売却による収入 201,288

有形固定資産の取得による支出 △498,301

投資有価証券の取得による支出 △3,856

投資有価証券の売却による収入 110,310

その他 △126

投資活動によるキャッシュ・フロー △426,018



（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) 

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） △978

長期借入金の返済による支出 △173,498

自己株式の取得による支出 △369

自己株式の売却による収入 67

配当金の支払額 △125,777

財務活動によるキャッシュ・フロー △300,555

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,612

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △535,374

現金及び現金同等物の期首残高 2,583,273

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 26,580

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,074,479
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