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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 50,211 ― 1,828 ― 1,908 ― 1,131 ―
20年3月期第2四半期 51,945 12.5 2,044 14.0 2,038 4.1 1,324 7.6

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 61.62 ―
20年3月期第2四半期 70.37 70.34

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 50,309 24,252 47.7 1,316.53
20年3月期 49,249 23,833 47.9 1,272.25

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  24,008百万円 20年3月期  23,569百万円

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  有   

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 ― 20.00 ― 21.00 41.00
21年3月期 ― 20.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 23.00 43.00

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 104,000 △1.6 4,000 △4.2 4,150 12.5 2,600 3.6 142.58

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6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6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8日に発表した通期の連結業績予想及び個別業績予想を修正しております。 
   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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実 
   際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、 
   5ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
  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）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 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  18,835,800株 20年3月期  18,835,800株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  600,045株 20年3月期  309,945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  18,357,950株 20年3月期第2四半期  18,820,650株













５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 9,025 5,941

受取手形及び売掛金 30,398 31,811

たな卸資産 3,493 3,092

未収消費税等 399 701

その他 381 405

貸倒引当金 △74 △80

流動資産合計 43,624 41,872

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,229 2,219

減価償却累計額 △1,362 △1,319

建物及び構築物（純額） 866 899

機械装置及び運搬具 767 765

減価償却累計額 △227 △200

機械装置及び運搬具（純額） 539 565

その他 585 548

減価償却累計額 △385 △338

その他（純額） 199 209

土地 1,660 1,416

有形固定資産合計 3,266 3,090

無形固定資産   

ソフトウエア 135 144

その他 16 16

無形固定資産合計 152 161

投資その他の資産   

投資有価証券 1,454 2,387

保険積立金 436 395

投資不動産 446 451

その他 954 922

貸倒引当金 △25 △31

投資その他の資産合計 3,266 4,125

固定資産合計 6,684 7,376

資産合計 50,309 49,249



（単位：百万円）

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 24,045 23,535

短期借入金 51 154

未払法人税等 611 354

賞与引当金 423 171

役員賞与引当金 49 －

その他 518 849

流動負債合計 25,699 25,064

固定負債   

退職給付引当金 42 31

役員退職慰労引当金 162 164

負ののれん 57 65

その他 95 90

固定負債合計 358 352

負債合計 26,057 25,416

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,142 2,142

資本剰余金 2,018 2,018

利益剰余金 20,961 20,218

自己株式 △733 △340

株主資本合計 24,388 24,038

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △189 △299

繰延ヘッジ損益 △4 △29

為替換算調整勘定 △186 △140

評価・換算差額等合計 △380 △468

少数株主持分 244 263

純資産合計 24,252 23,833

負債純資産合計 50,309 49,249



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 50,211

売上原価 44,889

売上総利益 5,322

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 978

役員報酬 102

運賃及び荷造費 404

法定福利費 146

旅費及び交通費 228

保険料 48

減価償却費 107

賞与引当金繰入額 397

役員賞与引当金繰入額 49

退職給付費用 78

役員退職慰労引当金繰入額 12

その他 940

販売費及び一般管理費合計 3,494

営業利益 1,828

営業外収益  

受取利息 49

受取配当金 10

負ののれん償却額 8

持分法による投資利益 7

仕入割引 21

賃貸収入 66

その他 24

営業外収益合計 187

営業外費用  

支払利息 1

賃貸費用 12

為替差損 82

その他 11

営業外費用合計 108

経常利益 1,908

特別損失  

投資有価証券償還損 146

特別損失合計 146

税金等調整前四半期純利益 1,761

法人税等 646

少数株主損失（△） △16

四半期純利益 1,131



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 1,761

減価償却費 153

投資有価証券償還損益（△は益） 146

持分法による投資損益（△は益） △7

受取利息及び受取配当金 △60

売上債権の増減額（△は増加） 1,406

たな卸資産の増減額（△は増加） △392

仕入債務の増減額（△は減少） 494

未収消費税等の増減額（△は増加） 301

その他 31

小計 3,835

利息及び配当金の受取額 63

利息の支払額 △1

法人税等の支払額 △377

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,519

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 △358

無形固定資産の取得による支出 △48

投資有価証券の売却及び償還による収入 891

その他 5

投資活動によるキャッシュ・フロー 489

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） △106

自己株式の取得による支出 △392

配当金の支払額 △385

財務活動によるキャッシュ・フロー △885

現金及び現金同等物に係る換算差額 △49

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,074

現金及び現金同等物の期首残高 5,684

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,759
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