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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 4,169 △7.8 △88 ― △167 ― △239 ―

20年3月期第2四半期 4,520 3.7 △78 ― △117 ― △381 ―

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 △28.66 ―

20年3月期第2四半期 △45.62 ―

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 8,094 2,143 20.8 201.14
20年3月期 8,498 2,390 22.7 231.05

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,682百万円 20年3月期  1,933百万円

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 ― ― ― ― 0.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― 0.00

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 8,500 0.3 250 ― 135 ― 5 ― 0.60

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.本資料に記載されている業績予想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条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、平成20年11月４日に別途
発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」、及び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  8,372,067株 20年3月期  8,372,067株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  5,749株 20年3月期  5,067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  8,366,378株 20年3月期第2四半期  8,367,000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 1,207,317 1,108,828

受取手形及び売掛金 1,707,201 2,131,013

商品 － 12,336

製品 725,929 796,465

原材料 646,553 575,636

仕掛品 380,581 400,225

未成工事支出金 197,231 193,912

その他 154,616 174,674

貸倒引当金 △52,772 △52,276

流動資産合計 4,966,658 5,340,814

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,509,402 1,510,716

その他（純額） 536,243 553,724

有形固定資産合計 2,045,646 2,064,440

無形固定資産   

のれん 453,828 473,046

その他 138,270 167,592

無形固定資産合計 592,099 640,638

投資その他の資産   

その他 831,787 735,626

貸倒引当金 △341,553 △283,152

投資その他の資産合計 490,233 452,474

固定資産合計 3,127,979 3,157,553

資産合計 8,094,637 8,498,368



（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 1,696,080 1,413,234

短期借入金 1,507,979 1,467,129

未払法人税等 43,099 75,200

賞与引当金 45,451 75,672

受注損失引当金 1,757 1,929

その他 1,109,116 1,205,391

流動負債合計 4,403,484 4,238,558

固定負債   

社債 180,000 245,000

長期借入金 792,216 1,046,327

退職給付引当金 200,585 179,999

役員退職慰労引当金 240,263 265,281

その他 134,476 132,768

固定負債合計 1,547,541 1,869,375

負債合計 5,951,025 6,107,933

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,520,134 1,520,134

資本剰余金 712,144 1,554,770

利益剰余金 △523,479 △1,126,329

自己株式 △1,885 △1,824

株主資本合計 1,706,913 1,946,751

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18,717 △14,096

為替換算調整勘定 △5,407 547

評価・換算差額等合計 △24,124 △13,549

少数株主持分 460,823 457,232

純資産合計 2,143,612 2,390,434

負債純資産合計 8,094,637 8,498,368



（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 4,169,352

売上原価 3,500,110

売上総利益 669,241

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 757,632

営業損失（△） △88,391

営業外収益  

受取利息 6,950

受取配当金 172

為替差益 14,001

その他 10,588

営業外収益合計 31,713

営業外費用  

支払利息 43,466

貸倒引当金繰入額 57,647

その他 9,983

営業外費用合計 111,096

経常損失（△） △167,774

特別利益  

貸倒引当金戻入額 320

賞与引当金戻入額 10,366

役員退職慰労引当金戻入額 3,600

特別利益合計 14,286

特別損失  

固定資産除却損 55

投資有価証券評価損 2,127

特別損失合計 2,183

税金等調整前四半期純損失（△） △155,671

法人税、住民税及び事業税 37,375

法人税等調整額 42,251

法人税等合計 79,626

少数株主利益 4,477

四半期純損失（△） △239,776



（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 1,809,694

売上原価 1,535,665

売上総利益 274,029

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 377,695

営業損失（△） △103,665

営業外収益  

受取利息 3,563

受取配当金 59

その他 5,561

営業外収益合計 9,184

営業外費用  

支払利息 26,189

為替差損 8,697

貸倒引当金繰入額 20,236

その他 5,560

営業外費用合計 60,684

経常損失（△） △155,166

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,842

賞与引当金戻入額 17,054

役員退職慰労引当金戻入額 3,600

特別利益合計 22,496

特別損失  

固定資産除却損 55

特別損失合計 55

税金等調整前四半期純損失（△） △132,725

法人税、住民税及び事業税 △33,474

法人税等調整額 81,413

法人税等合計 47,939

少数株主損失（△） △3,060

四半期純損失（△） △177,604



（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損失（△） △155,671

減価償却費 72,661

のれん償却額 19,218

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,586

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △16,017

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,221

貸倒引当金の増減額（△は減少） 58,131

受注損失引当金の増減額（△は減少） △172

受取利息及び受取配当金 △6,386

支払利息 43,466

為替差損益（△は益） △8,984

有形固定資産除却損 55

投資有価証券評価損益（△は益） 2,127

売上債権の増減額（△は増加） 419,974

たな卸資産の増減額（△は増加） 18,409

仕入債務の増減額（△は減少） 281,477

その他 △100,243

小計 618,410

利息及び配当金の受取額 3,902

利息の支払額 △39,751

法人税等の支払額 △75,121

営業活動によるキャッシュ・フロー 507,440

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 28,000

定期預金の預入による支出 △23,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △28,407

貸付けによる支出 △105,840

貸付金の回収による収入 900

その他 △353

投資活動によるキャッシュ・フロー △128,701

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） 69,065

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △356,611

社債の償還による支出 △65,000

自己株式の取得による支出 △61

その他 1

財務活動によるキャッシュ・フロー △252,606

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,262

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 127,395

現金及び現金同等物の期首残高 872,485

現金及び現金同等物の四半期末残高 999,880
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