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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 3,873 ― 93 ― 109 ― 62 ―

20年3月期第2四半期 4,370 △2.9 306 △44.7 312 △44.7 167 △40.3

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 4.20 ―

20年3月期第2四半期 11.22 11.14

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 11,274 8,275 73.4 559.77
20年3月期 11,455 8,333 72.7 563.59

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  8,275百万円 20年3月期  8,333百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― 4.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.00 8.00

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 7,800 △4.9 124 △62.1 139 △57.4 64 △61.7 4.33

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） 

(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、その他の特記事項 
（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、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。業績予想に関する事項については、２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。 
（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  15,486,000株 20年3月期  16,086,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  702,145株 20年3月期  1,299,506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  14,784,877株 20年3月期第2四半期  14,959,997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 1,205,134 952,642 
受取手形及び売掛金 3,024,469 3,295,892 
商品及び製品 361,821 370,301 
仕掛品 46,202 55,698 
原材料及び貯蔵品 425,713 459,691 
その他 312,126 288,375 
貸倒引当金 △3,171 △3,453 

流動資産合計 5,372,297 5,419,148 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 1,199,615 1,220,001 
機械装置及び運搬具（純額） 1,598,554 1,533,692 
工具、器具及び備品（純額） 474,370 572,428 
土地 730,774 730,774 
有形固定資産合計 4,003,314 4,056,895 

無形固定資産 68,894 73,819 
投資その他の資産   
投資有価証券 567,477 672,121 
その他 1,262,681 1,233,115 
投資その他の資産合計 1,830,158 1,905,237 

固定資産合計 5,902,367 6,035,952 

繰延資産 74 166 
資産合計 11,274,739 11,455,267 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 1,311,311 1,406,402 
短期借入金 550,000 600,000 
未払法人税等 62,510 46,542 
賞与引当金 152,812 158,613 
その他 370,704 362,562 
流動負債合計 2,447,338 2,574,120 

固定負債   
社債 300,000 300,000 
退職給付引当金 171,819 160,265 
その他 79,978 87,328 
固定負債合計 551,798 547,593 

負債合計 2,999,137 3,121,714 



（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) 

純資産の部   
株主資本   
資本金 1,617,000 1,617,000 
資本剰余金 1,440,058 1,457,008 
利益剰余金 5,399,091 5,519,292 
自己株式 △164,087 △303,717 

株主資本合計 8,292,062 8,289,583 
評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △12,250 44,154 
為替換算調整勘定 △4,210 △185 

評価・換算差額等合計 △16,460 43,969 

純資産合計 8,275,602 8,333,552 

負債純資産合計 11,274,739 11,455,267 



（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 3,873,259 
売上原価 3,077,377 
売上総利益 795,882 
販売費及び一般管理費 702,845 
営業利益 93,036 
営業外収益  
受取利息 1,041 
受取配当金 12,118 
為替差益 8,394 
その他 5,833 
営業外収益合計 27,387 

営業外費用  
支払利息 7,163 
支払手数料 3,194 
その他 552 
営業外費用合計 10,910 

経常利益 109,513 
特別利益  
貸倒引当金戻入額 282 
投資有価証券売却益 35,041 
特別利益合計 35,323 

特別損失  
固定資産売却損 708 
固定資産除却損 548 
投資損失引当金繰入額 9,200 
たな卸資産評価損 6,592 
投資有価証券評価損 9,052 
関係会社株式評価損 8,319 
特別損失合計 34,421 

税金等調整前四半期純利益 110,415 
法人税等 48,194 
四半期純利益 62,221 



（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 110,415 
減価償却費 397,189 
貸倒引当金の増減額（△は減少） △282 
賞与引当金の増減額（△は減少） △5,793 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,554 
受取利息及び受取配当金 △13,159 
支払利息 7,163 
支払手数料 3,194 
為替差損益（△は益） 606 
固定資産売却損益（△は益） 708 
固定資産除却損 548 
投資有価証券売却損益（△は益） △35,041 
投資有価証券評価損益（△は益） 9,052 
関係会社株式評価損 8,319 
売上債権の増減額（△は増加） 272,395 
たな卸資産の増減額（△は増加） 52,775 
仕入債務の増減額（△は減少） △150,408 
その他 △30,286 

小計 638,952 

利息及び配当金の受取額 13,317 
利息の支払額 △6,806 
法人税等の支払額 △33,703 

営業活動によるキャッシュ・フロー 611,758 
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 △275,859 
有形固定資産の売却による収入 1,500 
投資有価証券の取得による支出 △71,020 
投資有価証券の売却による収入 97,524 
貸付けによる支出 △350 
貸付金の回収による収入 3,481 
保険積立金の積立による支出 △71,120 
保険積立金の払戻による収入 75,841 
その他 △1,033 

投資活動によるキャッシュ・フロー △241,037 



（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） △50,000 
自己株式の取得による支出 △596 
配当金の支払額 △58,998 
その他 △3,194 

財務活動によるキャッシュ・フロー △112,789 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,439 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 252,492 

現金及び現金同等物の期首残高 952,642 
現金及び現金同等物の四半期末残高 1,205,134 
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