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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 14,997 ― 1,300 ― 1,621 ― 924 ―

20年3月期第2四半期 16,092 12.2 2,135 128.6 2,149 116.5 1,141 111.3

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 18.86 ―

20年3月期第2四半期 22.94 ―

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 32,581 20,600 61.6 410.55
20年3月期 30,964 20,084 63.1 398.37

（参考） 自己資本  21年3月期第2四半期  20,078百万円 20年3月期  19,537百万円

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

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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 34,000 11.8 3,500 15.8 3,500 9.0 2,000 11.0 41.86

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、4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、5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、その他特記事項 
1．平成20年5月15日発表の連結業績予想を変更しておりません。本資料に記載されている連結業績予想等の将来に関する記載は、当社が現在入手し得る情報及び合
理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、連結業績予想に関する事項は、4ページの
「定性的情報・財務諸表等」3.連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
2．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。  

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 54,818,180株 20年3月期 54,818,180株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期 5,911,669株 20年3月期 5,774,377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 49,019,262株 20年3月期第2四半期 49,757,543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 5,449,304 6,167,549

受取手形及び売掛金 6,571,354 6,063,801

商品 721,360 297,547

製品 2,265,746 2,227,003

原材料 3,160,692 3,295,889

仕掛品 506,558 453,732

繰延税金資産 449,264 458,763

その他 1,049,551 765,407

貸倒引当金 △148,146 △143,162

流動資産合計 20,025,686 19,586,531

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,122,292 3,962,444

機械装置及び運搬具（純額） 319,824 346,546

工具、器具及び備品（純額） 241,539 239,953

土地 5,115,590 5,083,084

リース資産（純額） 64,106 －

有形固定資産合計 9,863,352 9,632,028

無形固定資産   

のれん 900,967 －

その他 131,923 136,187

無形固定資産 1,032,890 136,187

投資その他の資産   

投資有価証券 742,131 821,034

差入保証金 271,728 268,384

繰延税金資産 624,034 508,394

その他 48,368 84,348

貸倒引当金 △26,925 △72,409

投資その他の資産合計 1,659,338 1,609,753

固定資産合計 12,555,581 11,377,969

資産合計 32,581,267 30,964,500



（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   

支払手形及び買掛金 4,156,686 4,361,572

短期借入金 22,359 －

1年内返済予定の長期借入金 163,665 －

未払金 335,969 421,351

未払法人税等 402,283 692,955

賞与引当金 184,173 197,192

製品保証引当金 624,245 577,086

繰延税金負債 355 －

その他 1,440,919 1,108,954

流動負債合計 7,330,657 7,359,113

固定負債   

長期借入金 795,106 －

繰延税金負債 678,690 607,108

退職給付引当金 2,466,627 2,257,807

役員退職慰労引当金 11,656 8,757

その他 698,338 647,235

固定負債合計 4,650,419 3,520,908

負債合計 11,981,076 10,880,022

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,199,013 10,199,013

資本剰余金 4,182,295 4,182,295

利益剰余金 8,164,336 7,239,819

自己株式 △1,671,195 △1,638,653

株主資本合計 20,874,449 19,982,474

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 104,473 158,512

為替換算調整勘定 △900,114 △603,305

評価・換算差額等合計 △795,640 △444,792

少数株主持分 521,380 546,797

純資産合計 20,600,190 20,084,478

負債純資産合計 32,581,267 30,964,500



（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 14,997,540

売上原価 10,054,401

売上総利益 4,943,139

販売費及び一般管理費 3,642,979

営業利益 1,300,160

営業外収益  

受取利息 42,454

受取配当金 9,144

為替差益 273,724

その他 7,016

営業外収益合計 332,340

営業外費用  

支払利息 1,920

売上割引 6,608

その他 2,106

営業外費用合計 10,636

経常利益 1,621,863

特別利益  

固定資産売却益 23

投資有価証券売却益 3,551

貸倒引当金戻入額 2,115

役員退職慰労引当金戻入額 9,216

特別利益合計 14,905

特別損失  

固定資産廃棄損 9,308

投資有価証券評価損 1,110

過年度退職給付費用 87,536

たな卸資産評価損 24,644

その他 4,708

特別損失合計 127,307

税金等調整前四半期純利益 1,509,462

法人税、住民税及び事業税 617,749

法人税等調整額 △7,635

法人税等合計 610,114

少数株主損失（△） △25,169

四半期純利益 924,517



（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 1,509,462

減価償却費 263,811

固定資産処分損益（△は益） 9,314

長期前払費用償却額 1,830

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,462

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,657

製品保証引当金の増減額（△は減少） 67,058

退職給付引当金の増減額（△は減少） 208,820

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,899

為替差損益（△は益） 19,817

受取利息及び受取配当金 △51,599

支払利息 1,920

投資有価証券売却損益（△は益） △3,551

投資有価証券評価損益（△は益） 1,110

売上債権の増減額（△は増加） △223,279

たな卸資産の増減額（△は増加） △44,868

その他の流動資産の増減額（△は増加） 183,235

仕入債務の増減額（△は減少） △384,651

その他の流動負債の増減額（△は減少） △88,076

その他の固定負債の増減額（△は減少） △4,264

小計 1,491,109

利息及び配当金の受取額 52,756

利息の支払額 △1,918

法人税等の支払額 △875,858

営業活動によるキャッシュ・フロー 666,089

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 △106,446

有形固定資産の売却による収入 701

無形固定資産の取得による支出 △12,747

投資有価証券の取得による支出 △14,047

投資有価証券の売却による収入 5,265

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△685,937

貸付けによる支出 △100

貸付金の回収による収入 147

金銭の信託の取得による支出 △420,197

長期前払費用の取得による支出 △5,593

差入保証金の差入による支出 △7,607

差入保証金の回収による収入 4,216

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,242,345



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △8,959

自己株式の取得による支出 △32,542

財務活動によるキャッシュ・フロー △41,501

現金及び現金同等物に係る換算差額 △100,486

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △718,244

現金及び現金同等物の期首残高 6,167,549

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,449,304
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