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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） 

（注）平成21年３月期から連結財務諸表の作成を始めたため、平成20年３月期第２四半期の数値は記載しておりません。  

(2) 連結財政状態 

（注）平成21年３月期から連結財務諸表の作成を始めたため、平成20年３月期の数値は記載しておりません。  
 

(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 23,167 ― 1,346 ― 1,410 ― 770 ―

20年3月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 31.81 ―

20年3月期第2四半期 ― ―

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 31,996 26,131 81.7 1,081.27
20年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  26,128百万円 20年3月期  ―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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― 15.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 30.00

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 48,773 ― 3,471 ― 3,635 ― 2,115 ― 87.47

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、３ページ「【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他」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） 

（注）詳細は、３ページ「【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他」をご覧下さい。  

(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．当社は、当連結会計年度より連結財務諸表を作成しているため、数値並びに対前期増減率については記載しておりません。 
 ２．平成20年５月12日発表の通期業績予想を修正しております。なお、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、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」をご覧下さい。 
 ３．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  24,257,826株 20年3月期  ―株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  93,436株 20年3月期  ―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  24,219,516株 20年3月期第2四半期  ―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) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 5,334,195

受取手形及び売掛金 4,909,720

有価証券 50,474

商品及び製品 5,511,925

原材料及び貯蔵品 604,388

その他 801,971

貸倒引当金 △14,005

流動資産合計 17,198,670

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物（純額） 5,405,885

土地 7,048,908

その他（純額） 642,935

有形固定資産合計 13,097,730

無形固定資産  

のれん 147,723

その他 73,811

無形固定資産合計 221,534

投資その他の資産  

その他 1,494,378

貸倒引当金 △15,820

投資その他の資産合計 1,478,557

固定資産合計 14,797,822

資産合計 31,996,493



（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) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 2,397,329

短期借入金 97,000

未払法人税等 637,061

賞与引当金 300,052

役員賞与引当金 25,738

その他 973,473

流動負債合計 4,430,654

固定負債  

長期借入金 237,478

退職給付引当金 472,471

役員退職慰労引当金 104,403

その他 620,119

固定負債合計 1,434,472

負債合計 5,865,126

純資産の部  

株主資本  

資本金 1,405,070

資本剰余金 1,304,881

利益剰余金 29,713,769

自己株式 △93,430

株主資本合計 32,330,291

評価・換算差額等  

その他有価証券評価差額金 67,334

繰延ヘッジ損益 5,945

土地再評価差額金 △6,275,342

評価・換算差額等合計 △6,202,062

少数株主持分 3,137

純資産合計 26,131,366

負債純資産合計 31,996,493



（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 23,167,031

売上原価 15,896,221

売上総利益 7,270,809

販売費及び一般管理費 5,923,846

営業利益 1,346,963

営業外収益  

受取利息 58,645

受取配当金 1,041

受取賃貸料 44,957

雑収入 63,328

営業外収益合計 167,973

営業外費用  

支払利息 3,418

売上割引 37,514

為替差損 47,983

雑損失 15,505

営業外費用合計 104,422

経常利益 1,410,514

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,375

特別利益合計 2,375

特別損失  

保険解約損 14,262

固定資産除却損 4,557

投資有価証券評価損 1,713

特別損失合計 20,534

税金等調整前四半期純利益 1,392,356

法人税等 623,254

少数株主損失（△） △1,327

四半期純利益 770,430



（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 1,392,356

減価償却費 211,037

のれん償却額 17,992

固定資産除却損 4,557

投資有価証券評価損益（△は益） 1,713

保険解約損益（△は益） 14,262

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,658

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,955

賞与引当金の増減額（△は減少） 36,124

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 25,738

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 972

受取利息及び受取配当金 △59,687

支払利息 3,418

為替差損益（△は益） 48,087

売上債権の増減額（△は増加） △322,272

たな卸資産の増減額（△は増加） △872,731

仕入債務の増減額（△は減少） 199,139

その他 △409,104

小計 314,900

利息及び配当金の受取額 51,622

利息の支払額 △3,418

法人税等の支払額 △1,120,440

営業活動によるキャッシュ・フロー △757,334

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 △428,924

無形固定資産の取得による支出 △6,986

投資有価証券の取得による支出 △1,677

貸付けによる支出 △42,800

貸付金の回収による収入 53,021

その他 △131,089

投資活動によるキャッシュ・フロー △558,457

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） 88,000

長期借入れによる収入 50,000

長期借入金の返済による支出 △34,792

自己株式の取得による支出 △68,289

自己株式の売却による収入 92

配当金の支払額 △363,616

財務活動によるキャッシュ・フロー △328,606

現金及び現金同等物に係る換算差額 △48,087

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,692,486

現金及び現金同等物の期首残高 7,077,156

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,384,669
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