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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 8,146 ― 189 ― 217 ― 2 ―

20年3月期第2四半期 7,913 4.1 113 49.1 153 20.2 97 49.5

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 0.40 ―

20年3月期第2四半期 18.64 ―

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 9,057 6,391 70.6 1,217.53
20年3月期 9,176 6,454 70.3 1,229.48

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  6,391百万円 20年3月期  6,454百万円

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  

（注）21年３月期 予想期末配当金の内訳 普通配当10円00銭 記念配当 ５円00銭  

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 ― 10.00 ― 10.00 20.00
21年3月期 ― 10.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 25.00

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 16,270 0.7 365 45.7 404 16.0 112 △39.7 23.24

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） 

 

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  5,974,800株 20年3月期  5,974,800株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  725,129株 20年3月期  724,829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  5,249,821株 20年3月期第2四半期  5,252,010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 1,326,771 1,429,879

受取手形及び売掛金 1,524,525 1,567,100

商品 3,651 3,646

貯蔵品 37,991 39,511

繰延税金資産 103,817 105,781

その他 52,299 55,930

貸倒引当金 △824 △784

流動資産合計 3,048,232 3,201,064

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,873,467 1,867,047

減価償却累計額 △1,215,978 △1,198,342

建物及び構築物（純額） 657,488 668,704

機械装置及び運搬具 463,878 451,240

減価償却累計額 △323,792 △309,795

機械装置及び運搬具（純額） 140,086 141,445

工具、器具及び備品 301,389 311,171

減価償却累計額 △258,595 △270,729

工具、器具及び備品（純額） 42,793 40,442

土地 1,035,639 829,579

有形固定資産合計 1,876,007 1,680,171

無形固定資産 30,925 27,197

投資その他の資産   

投資有価証券 1,762,959 1,949,434

差入保証金 256,949 256,812

退職積立資産 803,654 804,206

保険積立資産 481,246 481,113

ゴルフ会員権 212,357 212,357

繰延税金資産 389,277 366,621

その他 231,018 232,185

貸倒引当金 △34,690 △34,690

投資その他の資産合計 4,102,773 4,268,041

固定資産合計 6,009,706 5,975,410

資産合計 9,057,939 9,176,475



（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 355,567 506,232

短期借入金 212,000 50,000

1年内返済予定の長期借入金 79,920 －

未払法人税等 19,393 114,835

未払消費税等 91,074 99,180

未払費用 105,016 116,632

未払給与 713,717 709,820

賞与引当金 206,044 206,693

役員賞与引当金 － 17,000

その他 99,835 127,214

流動負債合計 1,882,569 1,947,608

固定負債   

長期借入金 289,710 －

長期預り保証金 26,653 26,653

退職給付引当金 302,335 303,131

役員退職慰労引当金 165,040 444,357

固定負債合計 783,739 774,143

負債合計 2,666,309 2,721,751

純資産の部   

株主資本   

資本金 822,300 822,300

資本剰余金 878,137 878,137

利益剰余金 5,473,237 5,503,734

自己株式 △803,865 △803,670

株主資本合計 6,369,809 6,400,502

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,820 54,221

評価・換算差額等合計 21,820 54,221

純資産合計 6,391,629 6,454,723

負債純資産合計 9,057,939 9,176,475



（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 8,146,716

売上原価 6,987,020

売上総利益 1,159,695

販売費及び一般管理費  

役員報酬 65,850

給料 392,642

賞与引当金繰入額 47,665

役員退職慰労引当金繰入額 7,321

賃借料 81,606

減価償却費 23,809

その他 351,124

販売費及び一般管理費合計 970,019

営業利益 189,676

営業外収益  

受取利息 8,581

受取配当金 15,504

受取手数料 7,188

助成金収入 169

受取保険金及び配当金 3,102

保険返戻金 921

持分法による投資利益 950

その他 1,393

営業外収益合計 37,812

営業外費用  

支払利息 4,719

支払手数料 5,276

営業外費用合計 9,995

経常利益 217,493

特別利益  

固定資産売却益 614

特別利益合計 614

特別損失  

前期損益修正損 934

固定資産除売却損 3,003

投資有価証券評価損 183,174

特別損失合計 187,111

税金等調整前四半期純利益 30,995

法人税、住民税及び事業税 7,539

法人税等調整額 21,334

法人税等合計 28,874

四半期純利益 2,121



（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 30,995

減価償却費 47,788

持分法による投資損益（△は益） △950

貸倒引当金の増減額（△は減少） 39

賞与引当金の増減額（△は減少） △649

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △796

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △279,317

売上債権の増減額（△は増加） 42,574

仕入債務の増減額（△は減少） △150,664

支払利息 4,719

有形固定資産売却損益（△は益） △614

有形固定資産除却損 3,003

投資有価証券評価損益（△は益） 183,174

退職積立資産の増減額(△は増加) 551

保険積立資産の増減額(△は増加) △133

受取利息及び受取配当金 △24,086

その他 △22,424

小計 △183,788

利息及び配当金の受取額 27,686

利息の支払額 △4,719

法人税等の支払額 △119,692

その他の営業外損益の受取額 6,066

営業活動によるキャッシュ・フロー △274,448

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 △204,708

有形固定資産の売却による収入 1,800

投資有価証券の取得による支出 △96,216

投資有価証券の売却による収入 1,859

その他 △10,293

投資活動によるキャッシュ・フロー △307,557

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 560,000

短期借入金の返済による支出 △398,000

長期借入れによる収入 400,000

長期借入金の返済による支出 △30,370

自己株式の取得による支出 △195

配当金の支払額 △52,536

財務活動によるキャッシュ・フロー 478,898

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △103,108

現金及び現金同等物の期首残高 1,429,879

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,326,771
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