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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 4,395 ― 223 ― 245 ― 141 ―
20年3月期第2四半期 4,589 △6.5 301 △27.3 302 △13.7 140 △31.9

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 8.97 ―
20年3月期第2四半期 8.91 ―

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 8,705 2,890 33.0 182.78
20年3月期 8,577 2,809 32.5 177.52

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,872百万円 20年3月期  2,791百万円

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
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 4.00 4.00

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 8,650 △6.5 400 △34.5 430 △31.4 280 △19.4 17.80

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、４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、４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) 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 
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」(企業会計基準委員会 平成19 
年３月14日 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。 
(2) 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な 
要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  15,812,500株 20年3月期  15,812,500株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  94,778株 20年3月期  87,918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  15,722,081株 20年3月期第2四半期  15,730,747株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した金融危機への

不安及び世界経済の悪化懸念が高まるなか、原油、原材料価格の高騰や輸出の不振、個人消費・住宅投資

の低迷、設備投資の抑制など経済環境の先行きは、不透明感が一層深まってまいりました。 

このような状況下にあって、当社グループは受注拡大を最優先に可変抵抗器事業では、民生用の販売チ

ャンネルの拡大、自動車用電装センサ事業では、二輪車及び農機具等の製品開発を進め、さらに、原価低

減や生産効率の向上等の取り組みをしてまいりました。 

しかしながら、当社グループを取り巻く市場環境は厳しさを増してまいりまして、当第２四半期の売上

高は4,395百万円（前年同期比4.2％減）となりました。 

利益面につきましては、営業利益は223百万円（前年同期比25.9％減）、経常利益は245百万円（前年同

期比18.7％減）、四半期純利益は141百万円（前年同期比0.7％増）となりました。 

可変抵抗器は、業務用無線機及び電動車椅子向けの需要は比較的堅調に推移いたしましたが、設備

関連及び海外向けPDPテレビ用トリマ関連の受注の減少等により、売上高1,879百万円（前年同期比

4.5％減）、営業利益352百万円（前年同期比4.4％減）となりました。 

自動車用電装センサは、二輪車用センサ及び農機具用センサの需要は比較的堅調に推移しました

が、自動車用ミラーセンサは高級車及び北米市場の販売不振による影響を受け減少しました。その結

果、売上高1,642百万円（前年同期比5.0％減）、営業利益は121百万円（前年同期比7.0％減）となり

ました。 

面状発熱体は、自動車用ミラー向けのグローバル展開に伴う競争の激化、受注戦略の見直しにより

販売数量は増加しましたが、販売価格の低下という厳しい状況のなかで、売上高414百万円（前年同

期比6.0％減）、営業損失は27百万円（前年同期営業利益24百万円）となりました。 

その他は、携帯電話の基地局向けトリマキャパシタ及びFA向け混成集積回路商品等が減少しました

が、光電素子関連の需要は回復してまいりました結果、売上高459百万円（前年同期比1.5％増）、営

業利益8百万円（前年同期営業損失16百万円）となりました。 

可変抵抗器は、業務用無線機及び電動車椅子向けの需要は比較的順調に推移しました。自動車用部

品は、二輪車用センサ及び農機具用センサの需要は比較的堅調に推移しました。この結果、売上高

4,336百万円（前年同期比3.1％減）、営業利益394百万円（前年同期比7.4％減）となりました。 

中国を中心とした、アジア経済は依然として、堅調に推移しましたが、PDPテレビ用トリマ関連の

受注の減少、競合する製品の市場価格の低下に追随せざるを得なかった結果、売上高644百万円（前

年同期比0.7％減）、営業利益43百万円（前年同期比30.5％減）となりました。 

住宅融資（サブプライムローン）問題を背景とする米国経済の減速する中で、可変抵抗器は減少と

なり、この結果、売上高177百万円（前年同期比12.0％減）、営業利益12百万円（前年同期比33.0％

減）となりました。 

  
  

【定性的情報・財務諸表等】

1. 連結経営成績に関する定性的情報

① 事業の種類別セグメントの概況は次のとおりであります。

[可変抵抗器]

[自動車用電装センサ]

[面状発熱体]

[その他]

② 事業の所在地別セグメントの概況は次のとおりであります。

[日本地域]

[アジア地域]

[アメリカ地域]
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当第２四半期末における総資産は、前連結会計期間末に比べ128百万円増加し、8,705百万円となりま

した。これは主に、リース資産が226百万円増加し、現金預金が157百万円減少したことによるものであ

ります。 

負債合計は、前連結会計期間末に比べ47百万円増加し、5,815百万円となりました。これは主に、未

払法人税等が76百万円、借入金及び社債が131百万円減少し、リース負債が216百万円増加したことによ

るものであります。 

純資産合計は、前連結会計期間末に比べ81百万円増加し、2,890百万円となりました。これは主に、

配当金の支払いにより63百万円が減少し、当四半期純利益が141百万円増加したことによるものであり

ます。 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計期間

末に比べ、133百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末には、969百万円となりました。 

当第２四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであ

ります。 

営業活動の結果得られた資金は210百万円（前年同期比9.4％増）となりました。 

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益239百万円、減価償却費158百万円であり、支出の主

な内訳は、法人税等の支払額166百万円等であります。 

投資活動の結果使用した資金は363百万円（前年同期比229.7％増）となりました。 

これは、主に定期預金の預入による支出（純額）11百万円及び有形固定資産の取得による支出333

百万円（リース資産取得212百万円を含む）によるものであります。 

財務活動の結果得られた資金は18百万円（前年同期支出138百万円）となりました。 

これは、主に借入金の借入が596百万円、返済が698百万円並びに社債の返済30百万円及び配当金の

支払60百万円、その他リース資産取得の資金212百万円によるものであります。 

  
  

平成21年３月期の業績予想につきまして、平成20年５月16日に発表致しました業績予想を修正しており

ます。詳しくは別途発表した「業績予想の修正に関するお知らせ」(平成20年10月31日付)をご参照くださ

い。 

なお、上記の予想は、本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき作成しております。実際の

実績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 

  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 財政状態の分析

(2) キャッシュ・フローの状況

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

当第２四半期連結会計期間末の実地棚卸によっております。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額

を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す

る方法によっております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経

営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度末に

おいて使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14

日 企業会計基準適用指針第14号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。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。 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第

９号）を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の

低下による簿価切下げの方法）に変更しております。なお、当該変更に伴う損益に与える影響はあり

ません。 

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年3

月30日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成６年１月18日 最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を当第１四半期

連結会計期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース

資産として計上しております。 

また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定す

る方法によっております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高又は未経過リース料期末残高相当額（利子

込み法）を取得価額として取得したものとしてリース資産の計上する方法によっております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に255百万円計上されて

おります。なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会

平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第1四半期連結会計期間から適用し、連結決算上必要

な修正を行っております。 

なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。 

  

平成20年度の法人税法の改正により、機械装置の耐用年数を、９年から８年に変更しております。

当該変更に伴う損益に与える影響額は軽微であります。 

  

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)

(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

① 棚卸資産の評価方法

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(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

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用

③ リース取引に関する会計基準の適用

④ 連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

（追加情報）有形固定資産の耐用年数の変更
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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 1,459,223 1,581,425 

受取手形及び売掛金 2,028,997 2,070,728 

商品及び製品 337,690 300,625 

原材料及び貯蔵品 466,837 466,144 

仕掛品 169,418 161,366 

繰延税金資産 107,488 118,233 

その他 100,092 53,554 

貸倒引当金 △9,897 △12,800 

流動資産合計 4,659,851 4,739,278 

固定資産 

有形固定資産 

土地 1,535,112 1,535,112 

その他（純額） 1,474,837 1,271,662 

有形固定資産合計 3,009,950 2,806,775 

無形固定資産 8,572 8,890 

投資その他の資産 1,025,799 1,020,329 

固定資産合計 4,044,322 3,835,994 

繰延資産 1,438 2,012 

資産合計 8,705,612 8,577,285 
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（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 1,367,343 1,415,603 

短期借入金 965,999 1,032,272 

未払法人税等 72,374 149,113 

賞与引当金 162,364 155,812 

役員賞与引当金 9,400 6,450 

その他 639,793 556,187 

流動負債合計 3,217,275 3,315,438 

固定負債 

社債 110,000 140,000 

長期借入金 1,059,932 1,095,535 

繰延税金負債 62,862 54,170 

退職給付引当金 573,455 550,168 

役員退職慰労引当金 102,020 94,820 

リース債務 172,486 － 

再評価に係る繰延税金負債 453,539 453,539 

その他 63,623 64,402 

固定負債合計 2,597,920 2,452,636 

負債合計 5,815,195 5,768,074 

純資産の部 

株主資本 

資本金 1,277,000 1,277,000 

資本剰余金 105 137 

利益剰余金 998,678 920,556 

自己株式 △17,888 △17,136 

株主資本合計 2,257,895 2,180,557 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 6,852 3,395 

繰延ヘッジ損益 △698 △1,093 

土地再評価差額金 679,481 679,481 

為替換算調整勘定 △70,683 △70,969 

評価・換算差額等合計 614,951 610,814 

少数株主持分 17,570 17,838 

純資産合計 2,890,417 2,809,210 

負債純資産合計 8,705,612 8,577,285 
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(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 4,395,103 

売上原価 3,448,706 

売上総利益 946,397 

販売費及び一般管理費 722,816 

営業利益 223,581 

営業外収益 

受取利息 3,336 

受取配当金 3,830 

為替差益 30,863 

物品売却益 21,182 

その他 20,132 

営業外収益合計 79,346 

営業外費用 

支払利息 25,362 

為替差損 18,406 

その他 13,578 

営業外費用合計 57,346 

経常利益 245,580 

特別利益 

貸倒引当金繰戻益 3,167 

その他 121 

特別利益合計 3,289 

特別損失 

固定資産除却損 835 

投資有価証券評価損 8,276 

特別損失合計 9,111 

税金等調整前四半期純利益 239,758 

法人税、住民税及び事業税 90,129 

法人税等調整額 8,145 

法人税等合計 98,275 

少数株主利益 447 

四半期純利益 141,035 

東京コスモス電機㈱（6772）平成21年３月期　第２四半期決算短信

7



【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 2,234,133 

売上原価 1,771,398 

売上総利益 462,734 

販売費及び一般管理費 365,813 

営業利益 96,920 

営業外収益 

受取利息 1,928 

受取配当金 118 

為替差益 25,966 

物品売却益 21,182 

その他 5,705 

営業外収益合計 54,901 

営業外費用 

支払利息 12,271 

為替差損 △557 

その他 4,333 

営業外費用合計 16,046 

経常利益 135,774 

特別利益 

貸倒引当金繰戻益 △82 

その他 0 

特別利益合計 △82 

特別損失 

固定資産除却損 247 

投資有価証券評価損 8,276 

特別損失合計 8,524 

税金等調整前四半期純利益 127,167 

法人税、住民税及び事業税 47,509 

法人税等調整額 4,937 

法人税等合計 52,446 

少数株主利益 86 

四半期純利益 74,634 
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(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 239,758 

減価償却費 158,840 

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,463 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,994 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,287 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,200 

受取利息及び受取配当金 △7,166 

支払利息 25,362 

投資有価証券評価損益（△は益） 8,276 

有形固定資産除却損 835 

売上債権の増減額（△は増加） 39,557 

たな卸資産の増減額（△は増加） △45,138 

仕入債務の増減額（△は減少） △45,513 

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,317 

その他 △11,579 

小計 398,870 

利息及び配当金の受取額 7,157 

利息の支払額 △28,380 

法人税等の支払額 △166,733 

営業活動によるキャッシュ・フロー 210,914 

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 △272,562 

定期預金の払戻による収入 261,323 

有形固定資産の取得による支出 △333,796 

貸付けによる支出 △6,000 

貸付金の回収による収入 6,274 

投資有価証券の取得による支出 △1,104 

その他 △17,363 

投資活動によるキャッシュ・フロー △363,230 

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） △4,300 

長期借入れによる収入 273,300 

長期借入金の返済による支出 △370,876 

社債の償還による支出 △30,000 

自己株式の取得による支出 △784 

配当金の支払額 △60,802 

少数株主への配当金の支払額 △103 

その他 212,181 

財務活動によるキャッシュ・フロー 18,615 

現金及び現金同等物に係る換算差額 263 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △133,436 

現金及び現金同等物の期首残高 1,103,093 

現金及び現金同等物の四半期末残高 969,657 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日

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」(企業会計基準委員会 平成19

年３月14日 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。 

  

該当事項はありません。 

①事業の種類別セグメント情報 

 
  

 
(注)1.事業の区分は内部管理上採用している区分によっております。 
  2.各区分の主な製品 

 
  
②所在地別セグメント情報 

 
  

 
(注)1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
  2.本邦以外の区分に属する国又は地域 

 
  

(4) 継続企業の前提に関する注記

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 ）

(5) セグメント情報

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 ） （単位 ： 千円）

区      分 可変抵抗器
自動車用電装
センサ

面状発熱体 その他 計
消去または 
全社

連結

 売上高 933,875 864,823 211,739 223,694 2,234,133 ― 2,234,133

 営業利益又は営業損失（△） 196,187 42,394 △22,653 2,161 218,090 (121,170) 96,920

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 ） （単位 ： 千円）

区      分 可変抵抗器
自動車用電装
センサ

面状発熱体 その他 計
消去または 
全社

連結

 売上高 1,879,345 1,642,386 414,258 459,113 4,395,103 ― 4,395,103

 営業利益又は営業損失（△） 352,322 121,218 △27,088 8,224 454,677 (231,096) 223,581

(1) 可変抵抗器 産業機器用、民生機器用の特殊級・普通級可変抵抗器及び半固定抵抗器

(2) 自動車用電装センサ 自動車用ポジションセンサ、角度センサ及びトルクセンサ

(3) 面状発熱体 自動車用サイドミラー、健康医療機器

(4) その他 各種スイッチ、ＩＣソケット、カメラ用演算回路、光電変換素子、レーザートリマ等

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 ） （単位 ： 千円）

区       分 日本 アジア アメリカ 計
消去または 
全社

連結

 売上高 2,217,174 304,309 88,629 2,610,112 (375,979) 2,234,133

 営業利益 191,021 22,030 4,784 217,835 (120,915) 96,920

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 ） （単位 ： 千円）

区       分 日本 アジア アメリカ 計
消去または 
全社

連結

 売上高 4,336,689 644,692 177,444 5,158,826 (763,722) 4,395,103

 営業利益 394,688 43,628 12,401 450,719 (227,138) 223,581

(1) アジア … 韓国・台湾・マレーシア・タイ 他

(2) アメリカ…  北米 他

東京コスモス電機㈱（6772）平成21年３月期　第２四半期決算短信

10



③海外売上高 

 
  

 
(注)1.国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 
  2.本邦以外の区分に属する国又は地域 

 
  

該当事項はありません。 

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 ）

区       分 アジア他 アメリカ その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 327,383 88,629 88,382 504,395

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 2,234,133

Ⅲ 連結売上高に占める 

    海外売上高の割合(%)
14.7 4.0 4.0 22.6

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 ）

区       分 アジア他 アメリカ その他 計

Ⅰ 海外売上高（千円） 695,151 177,444 151,763 1,024,359

Ⅱ 連結売上高（千円） ― ― ― 4,395,103

Ⅲ 連結売上高に占める 

    海外売上高の割合(%)
15.8 4.0 3.5 23.3

(1)アジア他 … 韓国・台湾・マレーシア・タイ及びオーストラリア 他

(2) アメリカ…  北米 他

(3) その他……  ドイツ・イギリス 他

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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 ）
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前年同四半期に係る財務諸表 

 (１) (要約)中間連結損益計算書 
                          (単位：千円) 

 
  

「参考」

科目

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日  

至 平成19年９月30日）

金額
売上高 4,589,418

売上原価 3,571,183

売上総利益 1,018,235

販売費及び一般管理費 716,319

営業利益 301,916

営業外収益 56,891

営業外費用 56,720

経常利益 302,087

特別利益 343

特別損失 41,210

税金等調整前中間純利益 261,219

法人税,住民税及び事業税 107,693

法人税等調整額 13,645

少数株主利益 △ 211

中間純利益 140,092
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 (２) (要約)中間連結キャッシュ・フロー計算書 
                          (単位：千円) 

 
  

  

区分
前中間連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年９月30日)

Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間利益 261,219

 ２ 減価償却費 125,728

 ３ 賞与引当金の増加額 10,465

 ４ 貸倒引当金の増加額
   又は減少額(△)

△2,221

 ５ 役員退職慰労引当金の増加額   40,243

 ６ 退職給付引当金の減少額   △22,896

 ７ 受取利息及び受取配当金 △10,205

 ８ 支払利息 29,060

 ９ 投資有価証券売却益 ―

 10 投資有価証券売却損 ―

 11 有形固定資産除却損 3,210

 12 有形固定資産売却損 ―

 13 売上債権の増加額 △26,518

 14 たな卸資産の増加額   △59,152

 15 仕入債務の増加額 
   又は減少額(△)   

77,092

 16 未払消費税の増加額 6,644

 17 その他 △11,281

    小計 421,387

 18 利息及び配当金の受取額 10,162

 19 利息の支払額 △29,604

 20 法人税等の支払額 △209,107

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

192,837

Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入れによる支出 △65,577

 ２ 定期預金の払戻しによる収入 25,819

 ３ 有形固定資産の取得による支出 △72,872

 ４ 有形固定資産の売却による収入 ―

 ５ 投資有価証券の取得による支出 △1,094

 ６ 投資有価証券の売却による収入 30,000 

 ７ 貸付けによる支出 △6,000

 ８ 貸付金の回収による収入 4,737

 ９ その他 △25,189

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△110,176

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入れによる収入 375,000

 ２ 短期借入金の返済による支出 △365,900

 ３ 長期借入れによる収入 260,000

 ４ 長期借入金の返済による支出 △300,708

 ５ 社債の発行による収入 ―

 ６ 社債の償還による支出 △ 30,000

 ７ 自己株式の取得による支出 △1,566

 ８ 配当金支払による支出 △74,939

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△138,114

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,483

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △62,936

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 941,694

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 878,757
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