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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） 

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」等を適用しているため、対前年同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 15,150 ― 235 ― 228 ― 99 ―

20年3月期第2四半期 13,885 59.9 1,714 688.3 1,716 728.8 968 810.1

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 8.06 7.27
20年3月期第2四半期 78.22 70.53

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 16,573 6,895 41.6 556.80
20年3月期 14,408 6,942 48.2 560.59

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  6,895百万円 20年3月期  6,942百万円

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 ― 12.00 12.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 12.00 12.00

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  

業績予想の前提となる条件等につきましては、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に関する定性的情報」ならびに平成20年10月30日公表の「業績予想の
修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

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 25,000 4.0 350 △79.9 300 △82.6 90 △89.6 7.27

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  無  

(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  12,384,800株 20年3月期  12,384,800株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  800株 20年3月期  800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  12,384,000株 20年3月期第2四半期  12,384,000株

※１．当資料に記載の業績予想は、現在入手している情報による判断及び仮定に基づいた予想であり、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、今後さまざ
まな要因により、これら業績予想とは大きく異なる結果と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。  
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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 1,676,868 2,059,700

受取手形及び売掛金 3,108,386 2,601,490

商品及び製品 1,164,047 1,155,942

仕掛品 1,794,662 1,751,373

原材料及び貯蔵品 434,607 579,130

その他 311,011 204,129

流動資産合計 8,489,584 8,351,767

固定資産   

有形固定資産   

機械及び装置（純額） 4,466,223 3,756,236

その他（純額） 3,310,648 1,996,750

有形固定資産合計 7,776,872 5,752,986

無形固定資産 28,144 28,614

投資その他の資産   

その他 278,917 275,319

貸倒引当金 △451 △451

投資その他の資産合計 278,466 274,868

固定資産合計 8,083,483 6,056,469

資産合計 16,573,067 14,408,237

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,486,685 2,613,493

短期借入金 300,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 435,032 159,992

1年内償還予定の社債 2,000,000 2,000,000

未払金 1,934,403 625,278

未払法人税等 9,297 443,483

引当金 242,971 268,853

その他 612,365 192,216

流動負債合計 9,020,755 6,403,317

固定負債   

長期借入金 400,000 755,036

引当金 95,020 307,491

その他 161,855 －

固定負債合計 656,875 1,062,527

負債合計 9,677,630 7,465,844
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（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 1,910,686 1,910,686

資本剰余金 2,528,329 2,528,329

利益剰余金 2,447,051 2,495,811

自己株式 △1,780 △1,780

株主資本合計 6,884,285 6,933,045

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,150 9,347

評価・換算差額等合計 11,150 9,347

純資産合計 6,895,436 6,942,392

負債純資産合計 16,573,067 14,408,237
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（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 15,150,930

売上原価 14,290,291

売上総利益 860,638

販売費及び一般管理費 625,238

営業利益 235,399

営業外収益  

業務受託料 2,229

スクラップ売却収入 3,610

その他 6,645

営業外収益合計 12,485

営業外費用  

支払利息 9,976

為替差損 1,293

コミットメントフィー 5,284

その他 2,778

営業外費用合計 19,333

経常利益 228,551

特別損失  

固定資産除却損 48,303

特別損失合計 48,303

税引前四半期純利益 180,247

法人税、住民税及び事業税 3,277

法人税等調整額 77,122

法人税等合計 80,399

四半期純利益 99,848
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（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 180,247

減価償却費 681,830

引当金の増減額（△は減少） △238,352

固定資産除却損 48,303

売上債権の増減額（△は増加） △506,896

たな卸資産の増減額（△は増加） 93,129

仕入債務の増減額（△は減少） 873,192

その他 △115,113

小計 1,016,341

利息及び配当金の受取額 1,377

利息の支払額 △10,534

法人税等の支払額 △432,640

営業活動によるキャッシュ・フロー 574,544

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 △901,302

その他 △4,620

投資活動によるキャッシュ・フロー △905,922

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 200,000

長期借入金の返済による支出 △79,996

配当金の支払額 △144,190

財務活動によるキャッシュ・フロー △24,186

現金及び現金同等物に係る換算差額 △27,266

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △382,832

現金及び現金同等物の期首残高 2,059,700

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,676,868
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