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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 60,770 ― 402 ― 889 ― 636 ―
20年3月期第2四半期 64,035 13.2 3,137 △13.9 3,337 △8.1 1,631 △19.1

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 29.46 29.43
20年3月期第2四半期 75.02 74.98

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 106,054 45,077 42.4 2,089.50
20年3月期 101,894 45,299 44.4 2,081.01

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  45,018百万円 20年3月期  45,250百万円

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  有   

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 ― 9.00 ― 14.00 23.00
21年3月期 ― 11.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 16.00

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 116,000 △10.3 900 △84.5 1,100 △82.2 650 △80.7 30.12

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、４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、４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．平成20年８月６日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」において修正しております。 
２．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、及び上記１に係る業績予
想の具体的修正内容は、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ください。 
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。  

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  21,778,220株 20年3月期  21,778,220株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  232,919株 20年3月期  33,558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  21,614,533株 20年3月期第2四半期  21,745,993株









５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 5,937 3,962

受取手形及び売掛金 28,110 30,174

製品 3,226 3,290

原材料 2,533 2,645

仕掛品 4,879 4,452

その他 3,559 2,879

貸倒引当金 △10 △14

流動資産合計 48,236 47,391

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,437 9,145

機械装置及び運搬具（純額） 21,579 20,574

土地 6,035 6,078

その他（純額） 13,365 10,969

有形固定資産合計 50,417 46,768

無形固定資産   

のれん 217 297

その他 566 579

無形固定資産合計 783 877

投資その他の資産   

投資有価証券 5,829 6,034

その他 807 843

貸倒引当金 △20 △20

投資その他の資産合計 6,616 6,857

固定資産合計 57,817 54,503

資産合計 106,054 101,894

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 26,956 26,977

短期借入金 9,827 5,514

1年内返済予定の長期借入金 2,921 3,411

1年内償還予定の社債 － 700

未払法人税等 737 1,113

賞与引当金 1,400 1,474

役員賞与引当金 12 42

その他 6,051 5,055

流動負債合計 47,908 44,288



（単位：百万円）

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) 

固定負債   

長期借入金 6,067 4,818

退職給付引当金 3,311 3,168

役員退職慰労引当金 176 196

負ののれん 673 903

その他 2,839 3,220

固定負債合計 13,068 12,306

負債合計 60,976 56,594

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,117 5,117

資本剰余金 8,363 8,361

利益剰余金 31,404 31,072

自己株式 △355 △57

株主資本合計 44,530 44,494

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,727 1,883

為替換算調整勘定 △1,239 △1,126

評価・換算差額等合計 488 756

新株予約権 58 49

純資産合計 45,077 45,299

負債純資産合計 106,054 101,894



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 60,770

売上原価 55,289

売上総利益 5,480

販売費及び一般管理費 5,078

営業利益 402

営業外収益  

受取利息 12

受取配当金 68

負ののれん償却額 228

為替差益 179

その他 153

営業外収益合計 642

営業外費用  

支払利息 126

その他 29

営業外費用合計 155

経常利益 889

特別利益  

固定資産売却益 4

関係会社清算益 100

その他 6

特別利益合計 112

特別損失  

固定資産除売却損 70

その他 0

特別損失合計 70

税金等調整前四半期純利益 931

法人税、住民税及び事業税 703

法人税等調整額 △409

法人税等合計 294

四半期純利益 636



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 931

減価償却費 5,671

のれん及び負ののれん償却額 △149

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4

賞与引当金の増減額（△は減少） △72

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △29

退職給付引当金の増減額（△は減少） 142

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △19

前払年金費用の増減額（△は増加） 40

受取利息及び受取配当金 △80

支払利息 126

有形固定資産除売却損益（△は益） 65

投資有価証券売却損益（△は益） △0

関係会社清算損益（△は益） △100

売上債権の増減額（△は増加） 2,130

たな卸資産の増減額（△は増加） △351

仕入債務の増減額（△は減少） △44

未払消費税等の増減額（△は減少） △385

その他 △316

小計 7,551

利息及び配当金の受取額 81

利息の支払額 △126

法人税等の支払額 △1,131

法人税等の還付額 323

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,699

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 △50

定期預金の払戻による収入 84

投資有価証券の取得による支出 △12

投資有価証券の売却による収入 0

関係会社株式の取得による支出 △50

関係会社の清算による収入 106

有形固定資産の取得による支出 △8,390

有形固定資産の売却による収入 16

貸付けによる支出 △1

貸付金の回収による収入 1

その他 △35

投資活動によるキャッシュ・フロー △8,330



（単位：百万円）

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  

短期借入れによる収入 49,564

短期借入金の返済による支出 △45,247

長期借入れによる収入 3,000

長期借入金の返済による支出 △2,285

社債の償還による支出 △700

自己株式の売却による収入 0

自己株式の取得による支出 △300

配当金の支払額 △302

その他 △17

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,711

現金及び現金同等物に係る換算差額 △70

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,010

現金及び現金同等物の期首残高 3,877

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,887
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