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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） 

※第１四半期より「四半期財務諸表に関する会計基準」等に基づき四半期財務諸表を作成しているため、当四半期の対前年同四半期増減率は記載しておりません。  

(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 2,148 ― 321 ― 338 ― 167 ―

20年3月期第2四半期 2,607 15.9 470 7.0 480 7.5 285 20.1

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 21.61 ―

20年3月期第2四半期 36.72 ―

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 8,683 7,298 84.1 938.89
20年3月期 8,593 7,250 84.4 932.56

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,298百万円 20年3月期  7,250百万円

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  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 ― 15.00 15.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 15.00 15.00

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  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 3,730 △24.9 350 △58.8 370 △56.2 185 △61.1 23.80

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  

（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。  

(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、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) 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  7,800,000株 20年3月期  7,800,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  26,201株 20年3月期  25,100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  7,774,536株 20年3月期第2四半期  7,777,032株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性
があります。 
・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」（企業会計基準摘用指針第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。  



定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、原油をはじめとする国際商品市況の高騰による内需の低迷に加え

て、米国のサブプライムローン問題に端を発する内外の金融・資本市場の混乱や海外経済の減速を背景に輸出も減少

基調にあり、設備投資は弱含み、鉱工業生産は緩やかに減少するなど停滞感を強めました。 

半導体業界では、微細化の進展に伴って半導体メモリーの供給が増え、一方、好調であったパソコン市場に減速

感がみられ、メモリーカードや携帯電話の需要も低調であり、その他重要なセット製品の生産計画が下振れしている

ことから、半導体メーカーにおける設備投資は極めて慎重となり、生産能力拡大のための設備投資凍結や先送り、製

造ラインの縮小などの動きが再びみられ、半導体製造装置の受注環境は厳しさを増しております。 

 このような環境のなかで、当社は半導体関連事業においてはお客様のニーズに即した新製品の開発に努め、特に自

動車搭載関係装置や液晶関連装置の新製品化に傾注するとともに、ホストコンピュータの更新効果により、標準化・

効率化を推進し、設計・製作期間の短縮に注力して、納期対応を図ってまいりました。 

 不動産・建築関係事業はマンション販売が引き続いて低調であり、浄水事業は公共投資圧縮の影響もあって、販路

開拓が難航いたしました。 

 その結果、当第２四半期累計期間における売上高は21億4千8百万円（前年同期比17.6％減）、営業利益は３億２千

１百万円（同31.6％減）、経常利益は３億３千８百万円（同29.5％減）、四半期純利益は１億６千７百万円（同

41.2％減）となりました。 

（注）当第２四半期累計期間の損益計算書と前年同期の損益計算書とでは作成基準が異なるため、前年同期比較に関

る情報は参考として記載しております。 

２．財政状態に関する定性的情報 

（財政状態の変動状況） 

当第２四半期末における総資産は86億８千３百万円（前期末は85億９千３百万円）で、前事業年度末と比べて

９千万円増加しました。 

 流動資産は54億６千７百万円で、前事業年度末と比べて１億５千２百万円増加しました。主な増減は、受取手

形及び売掛金が売掛金の回収・受取手形の入金により３億９千６百万円減少して、現金及び預金が４億１千３百

万円増加しました。 

  固定資産は32億１千６百万円で、前事業年度末と比べて６千１百万円減少しました。  

 流動負債は８億２千７百万円で、前事業年度末と比べて５千８百万円増加しました。 

 固定負債は５億５千７百万円で、前事業年度末と比べて１千６百万円減少しました。  

 純資産は72億９千８百万円となり、前事業年度末と比べて４千８百万円増加し、この結果自己資本比率は

84.1％となりました。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、配当金の支払い及び法人税

等の支払い、貸付けによる支出等により資金が減少したものの、売上債権の減少及び税引前四半期純利益の計上

等により資金が増加し、前事業年度末と比べ４億１千３百万円増加し、当第２四半期会計期間末には２１億４千

９百万円となりました。 

 ・営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は６億５千３百万円となりました。 

 これは主に法人税等の支払い及びたな卸資産の減少により資金が１億３千７百万円減少したものの、税引前四

半期純利益２億９千６百万円の計上及び売上債権３億９千６百万円の減少等により資金が増加したものでありま

す。 

 ・投資活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は１億２千３百万円となりました。 

 これは主に有形固定資産の取得及び貸付けによる支出等により資金が減少したものであります。  

 ・財務活動によるキャッシュ・フロー 

当第２四半期累計期間における財務活動による資金の減少は１億１千６百万円となりました。 

 これは主に配当金の支払いにより資金が減少したものであります。  



３．業績予想に関する定性的情報 

 第２四半期累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成20年８月８日付当社「平

成21年３月期第１四半期決算短信（非連結）」にて発表いたしました平成21年３月期の業績予想を修正しておりま

す。 

 詳細は平成20年11月12日付にて別途開示いたしました、「平成21年３月期業績予想の修正に関するお知らせ」をご

参照ください。 

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 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第２四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② たな卸資産の評価方法 

 当第２四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎

として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。 

④ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目を重要なものに限定する方法によっておりま

す。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

（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 

（会計処理の変更） 

 ① 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。 

 ② たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として原価法によっておりましたが、当事業年

度における第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主として原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法）により算定しております。 

 この変更に伴う当第２四半期累計期間の損益に与える影響はありません。  

（追加情報） 

 ① 有形固定資産の耐用年数の変更 

 当事業年度における第１四半期会計期間から、機械及び装置の耐用年数については法人税法の改正を契機と

して見直しを行い、一部の資産について耐用年数を短縮して減価償却費を算出する方法に変更しております。 

 この変更に伴う当第２四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 



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 1,849,295 1,435,425

受取手形及び売掛金 2,000,542 2,397,166

有価証券 299,780 299,710

商品 39,851 39,851

販売用不動産 141,876 148,389

製品 2,007 2,341

半製品 139,996 138,022

原材料 125,645 120,607

仕掛品 516,919 474,543

その他 398,504 309,762

貸倒引当金 △46,816 △50,380

流動資産合計 5,467,602 5,315,439

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,727,095 1,727,095

その他 1,028,570 1,033,806

有形固定資産合計 2,755,666 2,760,901

無形固定資産 19,129 18,876

投資その他の資産   

投資有価証券 209,833 257,360

その他 231,422 240,893

投資その他の資産合計 441,256 498,253

固定資産合計 3,216,052 3,278,032

資産合計 8,683,655 8,593,472

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 500,736 484,254

未払法人税等 167,165 113,065

引当金 92,930 93,710

その他 66,711 77,610

流動負債合計 827,544 768,640

固定負債   

役員退職慰労引当金 430,281 419,990

その他 127,080 154,309

固定負債合計 557,361 574,299

負債合計 1,384,905 1,342,939



（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 1,186,300 1,186,300

資本剰余金 2,757,259 2,757,259

利益剰余金 3,354,308 3,302,944

自己株式 △11,263 △10,831

株主資本合計 7,286,604 7,235,671

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,145 14,860

評価・換算差額等合計 12,145 14,860

純資産合計 7,298,749 7,250,532

負債純資産合計 8,683,655 8,593,472



（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 2,148,074

売上原価 1,479,262

売上総利益 668,811

販売費及び一般管理費 347,114

営業利益 321,697

営業外収益  

受取利息 2,838

受取配当金 2,138

その他 11,939

営業外収益合計 16,916

経常利益 338,613

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,563

特別利益合計 3,563

特別損失  

固定資産除却損 155

投資有価証券評価損 45,235

特別損失合計 45,391

税引前四半期純利益 296,785

法人税、住民税及び事業税 156,287

法人税等調整額 △27,489

法人税等合計 128,797

四半期純利益 167,987



（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 296,785

減価償却費 59,770

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,563

製品保証引当金の増減額（△は減少） △780

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,290

受取利息及び受取配当金 △4,976

固定資産除却損 155

投資有価証券評価損益（△は益） 45,235

売上債権の増減額（△は増加） 396,624

たな卸資産の増減額（△は増加） △43,046

前払費用の増減額（△は増加） △17,641

その他の流動資産の増減額（△は増加） △9,106

前払年金費用の増減額（△は増加） 16,312

仕入債務の増減額（△は減少） 16,482

未払金の増減額（△は減少） △7,212

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,715

未払費用の増減額（△は減少） △3,319

その他の流動負債の増減額（△は減少） △7,260

小計 743,034

利息及び配当金の受取額 4,976

法人税等の支払額 △94,093

営業活動によるキャッシュ・フロー 653,917

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 △49,438

投資有価証券の取得による支出 △2,345

貸付けによる支出 △60,000

その他 △11,653

投資活動によるキャッシュ・フロー △123,438

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △432

配当金の支払額 △116,107

財務活動によるキャッシュ・フロー △116,539

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 413,939

現金及び現金同等物の期首残高 1,735,135

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,149,075



 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。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 



「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高   2,607,492 100.0 

Ⅱ 売上原価   1,752,923 67.2 

売上総利益   854,569 32.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   384,312 14.8 

営業利益   470,256 18.0 

Ⅳ 営業外収益   9,789 0.4 

経常利益   480,045 18.4 

Ⅴ 特別利益   2,311 0.1 

Ⅵ 特別損失   10,519 0.4 

税引前中間純利益   471,838 18.1 

法人税、住民税及び事業税 191,952     

法人税等調整額 △5,722 186,229 7.1 

中間純利益   285,608 11.0 

       



（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年4月 1日 
至 平成19年9月30日） 

区    分 金  額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

１ 税引前中間純利益 471,838 

２ 減価償却費 62,518 

３ 貸倒引当金の増減額(減少：△) △2,311 

４ 製品保証引当金の増減額(減少：△) 750 

５ 役員退職慰労引当金の増減額(減少：△) 7,776 

６ 受取利息及び受取配当金 △3,979 

７ 有形固定資産除却損 10,519 

８ 売上債権の増減額(増加：△) △146,893 

９ たな卸資産の増減額(増加：△) △23,766 

10 販売用不動産の増減額(増加：△) 22,980 

11 前払費用の増減額(増加：△) △10,023 

12 その他流動資産の増減額(増加：△) △3,208 

13 前払年金費用の増減額(増加：△) △9,234 

14 仕入債務の増減額(減少：△) 54,037 

15 未払金の増減額(減少：△) △18,460 

16 未払消費税等の増減額(減少：△) △53,455 

17  未払費用の増減額(減少：△) 24,872 

18 その他流動負債の増減額(減少：△) 12,290 

小   計 396,250 

19 利息及び配当金の受取額 3,679 

20 法人税等の支払額 △211,231 

営業活動によるキャッシュ・フロー 188,698 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

１ 有形固定資産の取得等による支出 △14,453 

２ 投資有価証券の取得による支出 △2,258 

３ その他投資等の取得による支出 △1,632 

４ その他投資活動による収入 315 

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,029 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー  

１ 自己株式の取得による支出 △827 

２ 配当金の支払額 △116,255 

財務活動によるキャッシュ・フロー △117,083 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(減少額：△) 53,586 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,651,815 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,705,401 
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