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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 2,213 ― 91 ― 91 ― 54 ―
20年3月期第2四半期 1,877 16.9 98 △7.4 108 2.0 62 △36.4

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 14.27 ―
20年3月期第2四半期 16.16 ―

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 2,297 1,729 75.3 449.93
20年3月期 2,265 1,721 76.0 447.75

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,729百万円 20年3月期  1,721百万円

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

21年3月期（予想） ――― ――― ― ― ―

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 4,535 17.2 205 △1.8 205 △7.5 125 △0.6 32.51

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  

[（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】をご覧下さい]  

(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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】をご覧下さい]  

(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  4,649,665株 20年3月期  4,649,665株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  805,065株 20年3月期  805,065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  3,844,600株 20年3月期第2四半期  3,856,655株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。 
 本資料に記載されている業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の実績等は、業況変化
等により、上記予想数値と異なる場合があります。  
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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 856,040 654,881

売掛金 583,108 600,313

仕掛品 67,811 14,509

その他 122,654 129,898

流動資産合計 1,629,615 1,399,602

固定資産   

有形固定資産 209,100 229,038

無形固定資産 269,645 56,637

投資その他の資産 188,941 580,326

固定資産合計 667,687 866,003

資産合計 2,297,302 2,265,605

負債の部   

流動負債   

買掛金 167,861 155,629

未払法人税等 56,700 53,029

賞与引当金 170,779 132,479

その他 114,932 154,477

流動負債合計 510,273 495,614

固定負債   

退職給付引当金 57,212 48,533

固定負債合計 57,212 48,533

負債合計 567,485 544,148

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,089,162 1,089,162

資本剰余金 784,303 784,303

利益剰余金 274,927 266,166

自己株式 △421,931 △421,931

株主資本合計 1,726,461 1,717,700

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,355 3,756

評価・換算差額等合計 3,355 3,756

純資産合計 1,729,816 1,721,456

負債純資産合計 2,297,302 2,265,605
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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 2,213,500

売上原価 1,770,099

売上総利益 443,401

販売費及び一般管理費 351,988

営業利益 91,412

営業外収益  

受取利息 730

受取配当金 111

その他 1,440

営業外収益合計 2,281

営業外費用  

支払利息 474

その他 1,605

営業外費用合計 2,080

経常利益 91,613

特別利益  

保険解約返戻金 30,527

特別利益合計 30,527

特別損失  

投資有価証券評価損 2,880

固定資産除却損 274

抱合せ株式消滅差損 3,066

特別損失合計 6,221

税引前四半期純利益 115,919

法人税、住民税及び事業税 51,018

法人税等調整額 10,006

法人税等合計 61,024

四半期純利益 54,895
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（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 1,147,122

売上原価 906,317

売上総利益 240,804

販売費及び一般管理費 181,882

営業利益 58,922

営業外収益  

受取利息 729

その他 1,125

営業外収益合計 1,855

営業外費用  

支払利息 221

その他 921

営業外費用合計 1,142

経常利益 59,634

特別利益  

保険解約返戻金 30,527

特別利益合計 30,527

特別損失  

固定資産除却損 274

特別損失合計 274

税引前四半期純利益 89,887

法人税、住民税及び事業税 50,343

法人税等調整額 △7,503

法人税等合計 42,839

四半期純利益 47,048
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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 115,919

減価償却費 15,494

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,061

のれん償却額 25,524

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,637

受取利息及び受取配当金 △841

支払利息 474

投資有価証券評価損益（△は益） 2,880

固定資産除却損 274

保険差益 △29,795

抱合せ株式消滅差損益（△は益） 3,066

売上債権の増減額（△は増加） 119,881

たな卸資産の増減額（△は増加） △53,302

仕入債務の増減額（△は減少） △8,779

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,658

その他 △50,588

小計 148,248

利息及び配当金の受取額 841

利息の支払額 △474

法人税等の支払額 △56,446

営業活動によるキャッシュ・フロー 92,167

投資活動によるキャッシュ・フロー  

引出制限付預金の預入による支出 △200,000

有形固定資産の取得による支出 △2,250

有形固定資産の売却による収入 2,393

無形固定資産の取得による支出 △41,686

保険積立金の払戻による収入 98,729

その他 4,183

投資活動によるキャッシュ・フロー △138,630

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △45,871

財務活動によるキャッシュ・フロー △45,871

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △92,335

現金及び現金同等物の期首残高 654,881

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 93,493

現金及び現金同等物の四半期末残高 656,040
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