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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 1,912 ― 34 ― 22 ― 5 ―
20年3月期第2四半期 2,276 △6.7 23 △45.4 9 △75.4 △42 ―

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 0.46 ―
20年3月期第2四半期 △3.47 ―

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 6,438 1,403 21.8 115.84
20年3月期 6,092 1,434 23.5 118.38

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,403百万円 20年3月期  1,434百万円

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 ― 2.50 2.50
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.00 3.00

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 4,987 7.2 80 44.7 47 44.6 21 △28.3 1.78

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、2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、2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  12,127,500株 20年3月期  12,127,500株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  12,924株 20年3月期  12,286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  12,114,789株 20年3月期第2四半期  12,117,333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き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予想数値と異なる結果と   
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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［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の経済は、原油高に伴う原材料価格等の高騰、円高の進行、

米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金融不安等により、企業収益が落ち込み設備
投資も低迷するなど、景気減速から後退局面の色合いが強まる展開となりました。また、個人消費
につきましても、一般消費財の値上がりにより個人消費は冷え込む状況となりました。 
当社におきましては、受注競争は厳しく、当社をとりまく環境も厳しい状況の結果、当第２四半

期累計期間における業績は、売上高１，９１２百万円、営業利益３４百万円、経常利益２２百万円、
四半期純利益５百万円となりました。 

 
２．財政状態に関する定性的情報 
 
 （１）財政状態の変動状況 
  当第２四半期会計期間末における資産合計は 6,438 百万円となり、前事業年度末に比べ 346 百万
円増加しました。これは主に棚卸資産の増加によるものです。負債合計は 5,035 百万円となり、前
事業年度末に比べ 377 百万円増加しました。これは主に借入金及び前受金の増加によるものです。
純資産合計は 1,403 百万円となり、前事業年度末に比べ 30 百万円減少しました。これは主に利益
剰余金の減少によるものです。 

 
 （２）キャッシュ・フローの状況 
  当第２四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ 78百万円減少し、

807 百万円となりました。 
  営業活動によるキャッシュ・フローは、たな卸資産の増加等により 158 百万円の支出となりまし

た。 
  投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の取得による支出等により 21 百万円の支

出となりました。 
  財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入等により 100 百万円の収入となり

ました。 
 
３．業績予想に関する定性的情報 
 
  平成２１年３月期の業績予想につきましては、平成２０年１１月７日発表「業績予想の修正に関

するお知らせ」の予想から変更ありません。 
 
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 棚卸資産の評価方法 
   棚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。 
② 固定資産の減価償却費の算出方法 

      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
算出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 
 

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 
   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 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 
   当事業年度より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準 9 号）を適用し、

主として原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）により算定しており
ます。これにより、損益に与える影響はありません。 
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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 1,588,747 1,567,623
受取手形及び売掛金 1,265,058 1,547,197
商品及び製品 86,234 89,036
仕掛品 1,526,295 944,435
原材料及び貯蔵品 231,697 215,294
その他 42,686 36,877
貸倒引当金 △19,816 △20,948
流動資産合計 4,720,903 4,379,516

固定資産 
有形固定資産 

   建物（純額） 672,691 638,695
   機械及び装置（純額） 137,930 108,580
   土地 652,603 652,603
   建設仮勘定 ― 64,894

その他（純額） 55,140 49,738
   有形固定資産合計 1,518,366 1,514,512
  無形固定資産 5,535 5,729
  投資その他の資産 
   投資有価証券 71,977 70,474
   その他 130,598 130,841
   貸倒引当金 △8,387 △8,387
   投資その他の資産合計 194,189 192,929

固定資産合計 1,718,092 1,713,171
  資産合計 6,438,995 6,092,687
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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） 

負債の部  
流動負債  

  支払手形及び買掛金 1,453,128 1,579,710 
  短期借入金 1,997,488 1,942,478 
  未払法人税等 16,528 72 
  前受金 424,449 216,913 
  賞与引当金 53,597 49,537 
  その他 156,853 121,433 

流動負債合計 4,102,045 3,910,145 
固定負債  

  長期借入金 369,924 179,178 
  退職給付引当金 222,285 212,211 
  長期預り保証金 341,404 355,920 
  繰延税金負債 － 992 

固定負債合計 933,613 748,302 
負債合計 5,035,658 4,658,447 

純資産の部  
株主資本   
 資本金 606,375 606,375 

  資本剰余金 1,352 1,352 
  利益剰余金 803,709 828,415 
  自己株式 △1,658 △1,591 
  株主資本合計 1,409,778 1,434,551 

評価・換算差額等  
  その他有価証券評価差額金 △6,441  △311 
  評価・換算差額等合計 △6,441 △311 
 純資産合計 1,403,336 1,434,240 
負債純資産合計 6,438,995 6,092,687 
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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 1,912,331
売上原価 1,567,360
売上総利益 344,971
販売費及び一般管理費 310,771
営業利益 34,199
営業外収益 

受取利息 2,000
受取配当金 

 作業屑売却益 
その他 

550
3,616
1,914

 営業外収益合計 8,081
 営業外費用 

支払利息 19,702
その他 486
営業外費用合計 20,189

経常利益 22,091
特別利益 

貸倒引当金戻入額 1,132
特別利益合計 1,132

特別損失 
前期損益修正損 79   
投資有価証券評価損 1,449   
ゴルフ会員権評価損 1,500

 特別損失合計 3,028
税引前四半期純利益 20,195
法人税、住民税及び事業税 14,614
法人税等合計 14,614  
四半期純利益 5,581  
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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 20,195  
減価償却費 41,571  
貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,132  
賞与引当金の増減額（△は減少） 4,060  
退職給付引当金の増減額（△は減少） 10,074  
受取利息及び受取配当金 △2,550  
支払利息 19,702  
投資有価証券評価損益（△は益） 1,449  
ゴルフ会員権評価損 1,500  
売上債権の増減額（△は増加） 489,675  
たな卸資産の増減額（△は増加） △595,427  
仕入債務の増減額（△は減少） △126,581  
未収消費税等の増減額（△は増加） △14,676  
未払消費税等の増減額（△は減少） △10,352  
その他 11,495  

 小計 △150,997  
利息及び配当金の受取額 2,550
利息の支払額 △20,033

 

法人税等の還付額 9,663  
 営業活動によるキャッシュ・フロー △158,816  
投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △122  
有形固定資産の取得による支出 △9,019  
投資有価証券の取得による支出 △10,075  

 貸付けによる支出 △1,948  
貸付金の回収による収入 97  

 投資活動によるキャッシュ・フロー △21,067  
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） △87,500  

長期借入れによる収入 500,000  
長期借入金の返済による支出 △266,744  
自己株式の取得による支出 △66  
配当金の支払額  
その他の支出 

△30,288
△14,516  

 財務活動によるキャッシュ・フロー 100,885  
現金及び現金同等物に係る換算差額 ―  
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △78,998  
現金及び現金同等物の期首残高 886,700  
現金及び現金同等物の四半期末残高 807,702  
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 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。 
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［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

（％）

売上高 2,276,629 100.0

売上原価 1,951,465 85.7

売上総利益 325,164 14.3

販売費及び一般管理費 301,411 13.2

営業利益 23,752 1.0

営業外収益 
  受取利息及び配当金 2,702
  作業屑売却収入 3,223
  その他の営業外収入 1,278

      計 7,204 0.3

営業外費用 
  支払利息 18,364
  保証債務費用 2,884
  その他の営業外費用 434

      計 21,682 1.0

経常利益 9,274 0.4

特別利益 

  固定資産売却益 44

  投資有価証券売却益 24,758

  貸倒引当金戻入益 11,257

      計 36,060 1.6

特別損失 
  固定資産廃却損 4,210
  固定資産売却損 97
  過年度役員退職慰労引当金繰入額 79,739
      計 84,048 3.7
税引前中間純利益 △38,713 △1.7
法人税、住民税及び事業税 1,443 0.1

過年度法人税、住民税及び事業税 1,950 0.1

中間純利益 △42,107 △1.8
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（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 
   税引前中間純利益 △38,713

減価償却費 27,901
   賞与引当金の増加額（△減少額） 1,894

役員賞与引当金の増加額（△減少額） △4,880
退職給付引当金の増加額（△減少額） 9,849

   役員退職慰労引当金の増加額 60,381
貸倒引当金の増加額（△減少額） △11,257
受取利息及び配当金 △2,702

   支払利息 18,364
   有形固定資産売却益 △44

有形固定資産売却損 97
有形固定資産除却損 4,210
投資有価証券売却益 △24,758
売上債権の減少額（△増加額） 453,811
たな卸資産の減少額（△増加額） 306,651
仕入債務の増加額（△減少額） △643,742
未払消費税等の増加額（△減少額） 7,887
その他 11,748

小   計 176,700
利息及び配当金の受取額 2,702
利息の支払額 △18,999
法人税等の支払額 △38,327

  営業活動によるキャッシュ・フロー 122,075
 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 
定期預金等の預け入れによる支出 △30,571
有形固定資産の取得による支出 △19,459
有形固定資産の売却による収入 140
投資有価証券の売却による収入 30,291

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,599
 

Ⅲ 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 12,500
長期借入れによる収入 200,000
長期借入金の返済による支出 △325,250
自己株式の取得による支出 △75
配当金の支払額 △36,352
長期預かり保証金等長期債務の支払に 
よる支出 △14,516

財務活動によるキャッシュ・フロー △163,695
 

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） △61,219
Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,258,706
Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,197,487

 




