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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 3,769 ― 438 ― 464 ― 272 ―

20年3月期第2四半期 4,067 31.9 544 130.5 563 121.2 342 133.7

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 68.25 ―

20年3月期第2四半期 85.60 ―

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 7,690 5,838 75.9 1,459.86
20年3月期 6,891 5,700 82.7 1,425.44

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  5,838百万円 20年3月期  5,700百万円

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 ― ― ― 24.00 24.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 14.00 14.00

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 7,160 4.1 670 0.1 710 2.5 420 1.0 105.02

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２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２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、その他の特記事項 
１．平成20年５月16日に公表いたしました連結業績予想に変更はありません。 
２．業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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  4,000,000株 20年3月期  4,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  835株 20年3月期  835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  3,999,165株 20年3月期第2四半期  3,999,241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 724,988 508,732

受取手形及び売掛金 1,148,697 934,697

有価証券 987,000 987,000

製品 8,184 792

原材料 54,692 52,736

仕掛品 590,749 398,631

その他 80,843 39,479

貸倒引当金 △1,628 △1,399

流動資産合計 3,593,526 2,920,669

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 860,357 910,581

機械装置及び運搬具（純額） 1,391,418 1,172,710

土地 643,812 643,812

その他（純額） 57,241 67,126

有形固定資産合計 2,952,829 2,794,231

無形固定資産   

無形固定資産合計 16,758 20,956

投資その他の資産   

投資その他の資産合計 1,127,277 1,155,439

固定資産合計 4,096,865 3,970,627

資産合計 7,690,392 6,891,296



（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   

買掛金 701,603 301,723

未払法人税等 230,320 120,716

賞与引当金 77,220 －

引当金 7,000 15,000

その他 375,967 281,148

流動負債合計 1,392,112 718,588

固定負債   

退職給付引当金 188,997 177,220

引当金 18,180 35,515

その他 252,864 259,409

固定負債合計 460,042 472,145

負債合計 1,852,154 1,190,733

純資産の部   

株主資本   

資本金 200,700 200,700

資本剰余金 25,563 25,563

利益剰余金 5,508,052 5,331,074

自己株式 △717 △717

株主資本合計 5,733,599 5,556,621

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 139,178 131,524

為替換算調整勘定 △34,540 12,417

評価・換算差額等合計 104,638 143,941

純資産合計 5,838,237 5,700,562

負債純資産合計 7,690,392 6,891,296



（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 3,769,820

売上原価 2,980,006

売上総利益 789,814

販売費及び一般管理費 351,592

営業利益 438,222

営業外収益  

受取利息 3,135

受取配当金 5,091

賃貸収入 27,086

為替差益 1,169

雑収入 1,330

営業外収益合計 37,814

営業外費用  

支払利息 2,226

不動産賃貸原価 9,058

雑損失 396

営業外費用合計 11,681

経常利益 464,354

特別損失  

役員退職慰労金 3,465

固定資産売却損 947

固定資産廃棄損 3,257

特別損失合計 7,669

税金等調整前四半期純利益 456,685

法人税、住民税及び事業税 223,138

法人税等調整額 △39,411

法人税等合計 183,727

四半期純利益 272,957



（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 456,685

減価償却費 204,062

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,776

賞与引当金の増減額（△は減少） 77,220

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △17,335

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 228

受取利息及び受取配当金 △8,227

支払利息 2,226

有形固定資産廃棄損 3,257

売上債権の増減額（△は増加） △174,263

たな卸資産の増減額（△は増加） △201,466

仕入債務の増減額（△は減少） 399,880

未払又は未収消費税等の増減額 6,383

その他 74,899

小計 827,328

利息及び配当金の受取額 8,227

利息の支払額 △2,226

法人税等の支払額 △109,837

営業活動によるキャッシュ・フロー 723,491

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 △13,000

定期預金の払戻による収入 13,000

貸付金の回収による収入 225

有形固定資産の取得による支出 △465,248

有形固定資産の売却による収入 910

投資有価証券の取得による支出 △5,136

その他 63,886

投資活動によるキャッシュ・フロー △405,363

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △89,217

財務活動によるキャッシュ・フロー △89,217

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,653

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 216,256

現金及び現金同等物の期首残高 1,482,732

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,698,988
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