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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 4,573 ― 204 ― 211 ― 151 ―

20年3月期第2四半期 4,366 6.4 343 58.7 349 80.2 213 83.4

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 18.90 ―

20年3月期第2四半期 26.69 ―

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 7,265 3,283 45.2 409.96
20年3月期 7,266 3,171 43.7 395.97

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,283百万円 20年3月期  3,171百万円

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 ― 3.50 ― 3.50 7.00
21年3月期 ― 3.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.50 7.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 9,231 103.0 570 95.4 577 95.0 355 98.7 44.39

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(2) 四半期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。］ 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  8,010,000株 20年3月期  8,010,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  ―株 20年3月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  8,010,000株 20年3月期第2四半期  8,010,000株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載した予想数値は、本資料の提出日現在において、入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる可能
性があります。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  









５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 591,875 590,596

受取手形及び売掛金 2,482,116 2,337,500

有価証券 449,736 648,676

商品及び製品 724,320 683,775

半成工事 409,989 341,394

原材料及び貯蔵品 116,185 126,710

その他 167,923 187,824

貸倒引当金 △3,955 △1,255

流動資産合計 4,938,191 4,915,224

固定資産   

有形固定資産 ※  1,865,324 ※  1,761,693

無形固定資産 72,700 54,493

投資その他の資産 389,694 534,616

固定資産合計 2,327,719 2,350,804

資産合計 7,265,910 7,266,029

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,093,391 1,966,551

設備関係支払手形 95,192 65,675

短期借入金 300,000 200,000

未払法人税等 54,342 159,778

賞与引当金 166,540 207,466

その他 162,010 274,281

流動負債合計 2,871,478 2,873,753

固定負債   

退職給付引当金 369,825 472,561

その他 740,851 747,958

固定負債合計 1,110,676 1,220,519

負債合計 3,982,154 4,094,273



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 484,812 484,812

資本剰余金 394,812 394,812

利益剰余金 2,397,944 2,274,590

株主資本合計 3,277,569 3,154,215

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,187 17,540

評価・換算差額等合計 6,187 17,540

純資産合計 3,283,756 3,171,755

負債純資産合計 7,265,910 7,266,029



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 4,573,606

売上原価 3,495,246

売上総利益 1,078,360

販売費及び一般管理費 ※  873,526

営業利益 204,833

営業外収益  

受取利息及び配当金 3,794

スクラップ売却収入 2,917

その他 4,702

営業外収益合計 11,414

営業外費用  

支払利息 4,069

その他 637

営業外費用合計 4,707

経常利益 211,540

特別利益  

固定資産売却益 1,789

退職給付制度改定益 43,003

特別利益合計 44,793

特別損失  

固定資産除却損 868

特別損失合計 868

税引前四半期純利益 255,465

法人税、住民税及び事業税 48,590

法人税等調整額 55,487

法人税等合計 104,077

四半期純利益 151,388



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 2,382,325

売上原価 1,847,766

売上総利益 534,559

販売費及び一般管理費 ※  413,320

営業利益 121,238

営業外収益  

受取利息及び配当金 1,611

スクラップ売却収入 1,805

その他 2,380

営業外収益合計 5,797

営業外費用  

支払利息 2,001

その他 317

営業外費用合計 2,318

経常利益 124,716

特別利益  

固定資産売却益 1,762

特別利益合計 1,762

特別損失  

固定資産除却損 833

特別損失合計 833

税引前四半期純利益 125,645

法人税、住民税及び事業税 △9,380

法人税等調整額 60,178

法人税等合計 50,798

四半期純利益 74,847



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 255,465

減価償却費 123,937

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,700

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,926

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,118

退職給付引当金の増減額（△は減少） △102,735

受取利息及び受取配当金 △3,794

支払利息 4,069

有形固定資産売却損益（△は益） △1,789

有形固定資産除却損 868

売上債権の増減額（△は増加） △144,615

前渡金の増減額（△は増加） △3,339

たな卸資産の増減額（△は増加） △94,920

仕入債務の増減額（△は減少） 126,839

未払金の増減額（△は減少） △61,908

未払費用の増減額（△は減少） △5,541

その他 △9,564

小計 50,863

利息及び配当金の受取額 4,700

利息の支払額 △4,128

法人税等の支払額 △152,903

長期預り金の返還による支払額 △1,430

営業活動によるキャッシュ・フロー △102,898

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △1,748

投資有価証券の売却による収入 100,000

有形固定資産の取得による支出 △238,914

有形固定資産の売却による収入 11,071

無形固定資産の取得による支出 △26,211

投資活動によるキャッシュ・フロー △155,803

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 100,000

リース債務の返済による支出 △10,925

配当金の支払額 △28,035

財務活動によるキャッシュ・フロー 61,039

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △197,661

現金及び現金同等物の期首残高 1,239,273

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  1,041,611
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