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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 3,886 ― 69 ― 104 ― △11 ―

20年3月期第2四半期 3,937 △1.0 87 △33.5 116 △22.9 41 △42.3

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 △1.52 ―

20年3月期第2四半期 5.27 ―

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 11,379 6,851 58.9 863.88
20年3月期 11,621 7,052 59.4 886.69

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  6,701百万円 20年3月期  6,905百万円

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 ― ― ― 20.00 20.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 20.00 20.00

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 10,575 13.1 484 38.7 543 27.9 288 46.7 37.12

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、３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．本資料に記載している業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断したものです。実際の業績は、様々な要素により、これらの業績予想とは大きく異
なる結果となり得ることをご承知おきください。 
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。  

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  8,320,320株 20年3月期  8,320,320株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  562,539株 20年3月期  532,581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  7,775,665株 20年3月期第2四半期  7,841,923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 1,924,032 2,084,527

受取手形及び売掛金 2,875,856 3,526,265

有価証券 358,982 290,941

商品及び製品 67,630 71,375

仕掛品 1,087,339 806,983

原材料 55,101 69,974

前渡金 850,157 584,654

繰延税金資産 128,332 136,802

その他 58,796 85,082

貸倒引当金 △551 △652

流動資産合計 7,405,677 7,655,955

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 257,546 263,972

土地 380,723 335,780

その他（純額） 59,928 78,031

有形固定資産合計 698,199 677,784

無形固定資産   

無形固定資産合計 19,299 20,009

投資その他の資産   

投資有価証券 1,999,325 1,943,149

長期貸付金 54,407 53,551

繰延税金資産 297,019 281,282

長期預金 601,200 701,500

その他 305,744 290,077

貸倒引当金 △925 △1,993

投資その他の資産合計 3,256,771 3,267,567

固定資産合計 3,974,269 3,965,362

資産合計 11,379,946 11,621,317



（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 2,468,194 2,636,936

短期借入金 123,000 105,000

未払法人税等 44,804 50,581

前受金 681,405 513,771

賞与引当金 99,534 100,517

役員賞与引当金 1,700 15,400

その他 117,546 204,041

流動負債合計 3,536,185 3,626,247

固定負債   

退職給付引当金 372,013 320,290

役員退職慰労引当金 53,762 51,375

長期未払金 536,567 536,567

負ののれん 30,014 34,302

固定負債合計 992,358 942,536

負債合計 4,528,544 4,568,784

純資産の部   

株主資本   

資本金 669,700 669,700

資本剰余金 695,975 695,975

利益剰余金 5,595,148 5,762,720

自己株式 △365,198 △350,060

株主資本合計 6,595,624 6,778,334

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 106,882 130,702

繰延ヘッジ損益 △692 △3,725

評価・換算差額等合計 106,190 126,976

少数株主持分 149,587 147,220

純資産合計 6,851,402 7,052,532

負債純資産合計 11,379,946 11,621,317



（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 3,886,803

売上原価 3,068,271

売上総利益 818,531

販売費及び一般管理費 748,728

営業利益 69,802

営業外収益  

受取利息 22,119

受取配当金 12,369

負ののれん償却額 4,287

為替差益 2,692

その他 3,573

営業外収益合計 45,042

営業外費用  

支払利息 617

投資有価証券評価損 8,508

その他 1,458

営業外費用合計 10,583

経常利益 104,261

特別利益  

役員賞与引当金取崩額 12,000

その他 71

特別利益合計 12,071

特別損失  

退職給付制度改定損 68,522

その他 104

特別損失合計 68,627

税金等調整前四半期純利益 47,705

法人税、住民税及び事業税 44,930

法人税等調整額 6,219

少数株主利益 8,374

四半期純損失（△） △11,817



（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 47,705

減価償却費 21,305

負ののれん償却額 △4,287

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,169

賞与引当金の増減額（△は減少） △983

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,722

受取利息及び受取配当金 △34,488

支払利息 617

売上債権の増減額（△は増加） 650,408

前受金の増減額（△は減少） 167,634

たな卸資産の増減額（△は増加） △261,738

仕入債務の増減額（△は減少） △168,742

前渡金の増減額（△は増加） △265,502

その他 △96,762

小計 105,720

利息及び配当金の受取額 37,283

利息の支払額 △614

法人税等の支払額 △18,876

営業活動によるキャッシュ・フロー 123,511

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 △70,700

定期預金の払戻による収入 72,500

有価証券の償還による収入 33,776

有形固定資産の取得による支出 △56,235

有形固定資産の売却による収入 17,116

投資有価証券の取得による支出 △204,883

その他 △18,286

投資活動によるキャッシュ・フロー △226,712

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） 18,000

自己株式の取得による支出 △15,307

配当金の支払額 △153,137

少数株主への配当金の支払額 △5,350

財務活動によるキャッシュ・フロー △155,794

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △258,995

現金及び現金同等物の期首残高 1,900,627

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,641,632
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