
 
平成 20 年 11 月 14 日 

各      位 

会 社 名  株式会社エヌエフ回路設計ブロック 

代表者名  代表取締役社長 高橋 常夫 

（JASDAQ・コード 6864） 

問合せ先  

常務執行役員業務管理部長 大滝 正彦 

電話 045-545-8101 

 

（訂正・数値データ訂正あり）平成 21 年 3 月期第 2 四半期決算短信の 
修正に関するお知らせ 

 

 平成 20 年 10 月 24 日 12 時 10 分に発表した標記開示資料について修正がありましたの

でお知らせいたします。また、TDnet（適時開示情報伝達システム）上に XBRL 形式にて

開示されている数値データにも修正がありましたので、修正後の数値データも送信いたし

ます。 

 

記 

 

１．修正の理由 

本日同時に開示しております「債権の取立不能又は取立遅延のおそれおよび特別損失発

生に関するお知らせ」の通り、民事再生手続開始の申立てを行った取引先に対する売掛債

権を全額(139 百万円)破産更生債権等へ振替、同額の貸倒引当金を特別損失により計上いた

しました。 

また、一部数字に誤りがありましたので併せて訂正いたしました。 

 

 なお、今後の見通しにつきましては、連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。 
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２．修正箇所 
 修正箇所には下線を付しております。 

 なお、修正後の平成21年3月期第2四半期決算短信は、末尾に添付いたしました本日開示の「平成21年3

月期第2四半期決算短信」をご参照ください。 
 
  

（1ページ） 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） 
(1) 連結経営成績（累計）  

【訂正前】 

 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 3,354 5.7 344 8.2 331 6.5 189 0.8
20年３月期第２四半期 3,174 4.0 318 10.6 311 12.5 187 7.8
 

 
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 31.37 －
20年３月期第２四半期 30.32 －
 

【訂正後】 

 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 3,354 5.7 394 24.1 382 22.6 136 △27.4
20年３月期第２四半期 3,174 4.0 318 10.6 311 12.5 187 7.8
 

 
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 22.59 －
20年３月期第２四半期 30.32 －
 
 
（1ページ） (2) 連結財政状態 

【訂正前】 

 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 6,977 3,856 55.3 639.71

20年３月期 7,382 3,752 50.8 622.25
（参考）自己資本    平成21年３月期第２四半期3,856百万円    平成20年３月期3,752百万円 

 

【訂正後】 

 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 6,946 3,803 54.8 630.93

20年３月期 7,382 3,752 50.8 622.25
（参考）自己資本    平成21年３月期第２四半期3,803百万円    平成20年３月期3,752百万円 

 

（1ページ） 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） 

【訂正前】 

 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 7,200 2.7 800 3.8 780 7.8 450 10.7 74.63

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 無 

 

【訂正後】 

 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 7,200 2.7 800 3.8 780 7.8 370 △9.0 61.36

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 
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（2ページ） (1) 業績 

【訂正前】 

 当第２四半期累計期間（平成 20 年 4月 1日～平成 20 年 9月 30 日）におけるわが国経済は、原油価格の高

騰や原材料価格の上昇等の影響を受け、先行き不透明感及び減速感がさらに強まる展開となりました。 

 こうした状況の中、当社グループにおきましては環境変化に適応した事業全般の効果・効率をさらに高め

るとともに、製品の拡販、原価低減の推進等に注力しました。 

 これらの結果、当第２四半期累計期間における連結売上高は 3,354 百万円（前年同期比 5.7%増）、損益面で

は経常利益 331 百万円（前年同期比 6.5%増）、四半期純利益 189 百万円（前年同期比 0.8%増）となりました。 

 

【訂正後】 

 当第２四半期累計期間（平成 20 年 4月 1日～平成 20 年 9月 30 日）におけるわが国経済は、原油価格の高

騰や原材料価格の上昇等の影響を受け、先行き不透明感及び減速感がさらに強まる展開となりました。 

 こうした状況の中、当社グループにおきましては環境変化に適応した事業全般の効果・効率をさらに高め

るとともに、製品の拡販、原価低減の推進等に注力しました。 

しかしながら他方で、民事再生手続開始の申立てを行った取引先に対する売掛債権を全額（139 百万円）破

産更生債権等へ振替、同額の貸倒引当金を特別損失により計上しました。 

 これらの結果、当第２四半期累計期間における連結売上高は 3,354 百万円（前年同期比 5.7%増）、損益面で

は経常利益 382 百万円（前年同期比 22.6%増）、四半期純利益 136 百万円（前年同期比 27.4%減）となりまし

た。 

 

 

（3ページ） (1)資産、負債、純資産の状況 

【訂正前】 

資産は前連結会計年度末と比べて 404 百万円減少し、6,977 百万円となりました。これは主として、現金及

び預金の減少（174 百万円）及び受取手形及び売掛金の減少（402 百万円）が、たな卸資産の増大（170 百万

円）を上回ったことによります。 

 負債は前連結会計年度末と比べて 508 百万円減少し、3,120 百万円となりました。これは主として、短期借

入金の減少（148 百万円）、未払法人税等の減少（79 百万円）と、長期借入金・社債の減少（83 百万円）によ

ります。 

純資産は前連結会計年度末と比べて 103 百万円増加し、3,856 百万円となりました。 

 

【訂正後】 

資産は前連結会計年度末と比べて 435 百万円減少し、6,946 百万円となりました。これは主として、現金及

び預金の減少（174 百万円）及び受取手形及び売掛金の減少（533 百万円）が、たな卸資産の増大（170 百万

円）を上回ったことによります。 

 負債は前連結会計年度末と比べて 486 百万円減少し、3,142 百万円となりました。これは主として、短期借

入金の減少（148 百万円）、未払法人税等の減少（79 百万円）と、長期借入金・社債の減少（83 百万円）によ

ります。 

純資産は前連結会計年度末と比べて 50 百万円増加し、3,803 百万円となりました。 

 

 

（3ページ） (2)キャッシュ・フローの状況 

【訂正前】 

営業活動によるキャッシュ・フローは、283 百万円の増加となりました。これは主として税金等調整前四半

期純利益（326 百万円）と売上債権の減少（384 百万円）が、たな卸資産の増加（170 百万円）と法人税等の

支払額（213 百万円）を上回ったことによります。 

 

【訂正後】 

営業活動によるキャッシュ・フローは、283 百万円の増加となりました。これは主として税金等調整前四半

期純利益（237 百万円）と売上債権の減少（523 百万円）が、たな卸資産の増加（170 百万円）と法人税等の

支払額（213 百万円）を上回ったことによります。 
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（3ページ） ３．連結業績予想に関する定性的情報 

【訂正前】 

今後の経済見通しにつきましては、欧米諸国の金融市場の混乱の実体経済への波及や、為替の不安定化等

により、企業収益はさらに圧迫され、民間設備投資の抑制傾向も一段と強まると予想されます。 

このような状況のもと、当社グループでは事業全般の効果・効率をさらに高めるべく、これまで培ってき

た独創技術を核にした技術開発、製品開発に注力するとともに、新規事業領域の開拓を図り、製造面では生

産ネットワークの活用、グループ生産向上の生産改革をさらに推進し、生産性の向上を図ってまいります。

また、販売面では販売プロセスの強化を図るなど、戦力面の強化と、開発・生産・サービスをも含む緊密な

連携によってお客様へのソリューション活動を展開し、顧客満足度の向上を通じて、所期の業績を実現して

まいります。 

 

【訂正後】 

今後の経済見通しにつきましては、欧米諸国の金融市場の混乱の実体経済への波及や、為替の不安定化等

により、企業収益はさらに圧迫され、民間設備投資の抑制傾向も一段と強まると予想されます。 

このような状況のもと、当社グループでは事業全般の効果・効率をさらに高めるべく、これまで培ってき

た独創技術を核にした技術開発、製品開発に注力するとともに、新規事業領域の開拓を図り、製造面では生

産ネットワークの活用、グループ生産向上の生産改革をさらに推進し、生産性の向上を図ってまいります。

また、販売面では販売プロセスの強化を図るなど、戦力面の強化と、開発・生産・サービスをも含む緊密な

連携によってお客様へのソリューション活動を展開し、顧客満足度の向上を通じて、所期の業績を実現して

まいります。 

なお、民事再生手続開始の申立てを行った取引先に対する売掛債権の会計処理に伴って、平成 21 年 3月期

の連結当期純利益予想を下方修正いたしました。 

当該取引先に対する債権に関しては、全額回収を鋭意図ってまいります。 
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（5ページ） (1) 四半期連結貸借対照表 

【訂正前】  

(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 

（省略） 

  受取手形及び売掛金 1,920,202 2,323,126

（省略） 

その他 252,640 262,980

  貸倒引当金 △75,262 △1,000

  流動資産合計 4,637,032 5,128,107

 固定資産 

  有形固定資産 

   （省略） 

  投資その他の資産 402,157 366,995

  固定資産合計 2,340,381 2,254,110

 資産合計 6,977,413 7,382,218

 

 

【訂正後】 

(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 

（省略） 

  受取手形及び売掛金 1,789,682 2,323,126

（省略） 

その他 235,229 262,980

  貸倒引当金 △10,000 △1,000

  流動資産合計 4,554,362 5,128,107

 固定資産 

  有形固定資産 

   （省略） 

  投資その他の資産 453,853 366,995

  固定資産合計 2,392,077 2,254,110

 資産合計 6,946,440 7,382,218
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（6ページ） 

【訂正前】 

(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 

（省略） 

  賞与引当金 227,050 256,115

（省略） 

  その他 498,103 664,085

  流動負債合計 1,692,861 2,143,687

（省略） 

 負債合計 3,120,566 3,629,308

    

純資産の部 

 株主資本 

（省略） 

  利益剰余金 1,927,896 1,817,121

（省略） 

  株主資本合計 3,888,772 3,778,944

（省略） 

 純資産合計 3,856,847 3,752,909

負債純資産合計 6,977,413 7,382,218

 

【訂正後】 

(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 

（省略） 

  賞与引当金 246,208 256,115

（省略） 

  その他 500,916 664,085

  流動負債合計 1,714,833 2,143,687

（省略） 

 負債合計 3,142,538 3,629,308

    

純資産の部 

 株主資本 

（省略） 

  利益剰余金 1,874,951 1,817,121

（省略） 

  株主資本合計 3,835,827 3,778,944

（省略） 

 純資産合計 3,803,902 3,752,909

負債純資産合計 6,946,440 7,382,218
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（7ページ） (2) 四半期連結損益計算書 (第２四半期連結累計期間） 

【訂正前】 

(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）

（省略） 

売上原価 1,948,973

 売上総利益 1,405,720

販売費及び一般管理費 1,061,474

営業利益 344,246

（省略） 

経常利益 331,803

（省略） 

特別損失 

（省略） 

 特別損失合計 5,088

税金等調整前四半期純利益 326,714

（省略） 

法人税等調整額 2,394

法人税等合計 137,534

四半期純利益 189,180

 

【訂正後】 

(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）

（省略） 

売上原価 1,962,409

 売上総利益 1,392,284

販売費及び一般管理費 997,656

営業利益 394,627

（省略） 

経常利益 382,184

（省略） 

特別損失 

（省略） 

 貸倒引当金繰入額 139,125

 特別損失合計 144,214

税金等調整前四半期純利益 237,970

（省略） 

法人税等調整額 △33,405

法人税等合計 101,735

四半期純利益 136,235
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（8ページ） （3）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

【訂正前】 

（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 326,714

(省略) 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 81,353

 賞与引当金の増減額（△は減少） △29,065

(省略) 

 売上債権の増減額（△は増加額） 384,694

(省略) 

 その他 △146,216

(省略) 

 

【訂正後】 

（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 237,970

(省略) 

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 148,125

 賞与引当金の増減額（△は減少） △9,906

(省略) 

 売上債権の増減額（△は増加額） 523,819

 破産更生債権等の増減額（△は増加額） △139,125

(省略) 

 その他 △143,402

(省略) 

 

 

 

以 上 
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四半期報告書提出予定日 平成20年11月14日

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 3,354 5.7 394 24.1 382 22.6 136 △27.4
20年3月期第2四半期 3,174 4.0 318 10.6 311 12.5 187 7.8

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 22.59 ―
20年3月期第2四半期 30.32 ―

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 6,946 3,803 54.8 630.93
20年3月期 7,382 3,752 50.8 622.25

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  3,803百万円 20年3月期  3,752百万円

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 ― ― ― 13.00 13.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 13.00 13.00

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  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 7,200 2.7 800 3.8 780 7.8 370 △9.0 61.36

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  

詳細は、４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) 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） 

詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。  

(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.本資料に記載した予想数値は、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、不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により本
資料数値と異なる場合があります。 
（なお、本資料予想に関する事項は３ページ【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」を参照ください。） 
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。 
３.当社においては、「四半期連結財務諸表規則」と「中間連結財務諸表規則」による場合との差異が軽微ですので、「１.平成21年３月期第２四半期の連結業績」(１)連結
経営成績（累計）の平成21年３月期第２四半期における対前年同四半期増減率、及び、２ページ【定性的情報・財務諸表等】「１．連結経営成績に関する定性的情報」（１）
業績の第２四半期連結累計期間における対前年同四半期増減率を参考として記載しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  6,270,000株 20年3月期  6,270,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  240,917株 20年3月期  238,801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  6,029,923株 20年3月期第2四半期  6,191,573株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

(1) 業績 

 当第２四半期累計期間（平成 20 年 4月 1日～平成 20 年 9月 30 日）におけるわが国経済は、原油価格の高

騰や原材料価格の上昇等の影響を受け、先行き不透明感及び減速感がさらに強まる展開となりました。 

 こうした状況の中、当社グループにおきましては環境変化に適応した事業全般の効果・効率をさらに高め

るとともに、製品の拡販、原価低減の推進等に注力しました。 

 しかしながら他方で、民事再生手続開始の申立てを行った取引先に対する売掛債権を全額（139百万円）破

産更生債権等へ振替、同額の貸倒引当金を特別損失により計上しました。 

 これらの結果、当第２四半期累計期間における連結売上高は 3,354 百万円（前年同期比 5.7%増）、損益面で

は経常利益 382 百万円（前年同期比 22.6%増）、四半期純利益 136 百万円（前年同期比 27.4%減）となりまし

た。 

 

(2) 営業の分野別状況 

 当第２四半期累計期間における営業の分野別状況は、次の通りであります。 

 

《電子計測器分野》 

電子計測器分野では、信号発生器は堅調に推移したものの、周波数特性分析器をはじめとするその他製

品が伸び悩みました。 

以上の結果、電子計測器分野の売上高は 742 百万円（前年同期比 5.4%減）となりました。 

 

《電源機器分野》 

電源機器分野では、電力関連向け保護継電器試験装置や試験用交流電源、バイポーラ電源等が好調に推

移しました。 

以上の結果、電源機器分野の売上高は 1,376 百万円（前年同期比 9.5%増）となりました。 

 

《カスタム応用機器分野》 

カスタム応用機器分野では、産業用組込制御製品や電力関連試験装置、鉄道向け試験装置等が好調に推

移しました。 

以上の結果、カスタム応用機器分野の売上高は 623 百万円（前年同期比 35.1%増）となりました。 

 

《電子部品分野》 

電子部品分野は、当社が得意としているアナログ技術をベースにしたカスタム製品が主ですが、新規案

件が伸び悩みました。 

以上の結果、電子部品分野の売上高は 459 百万円（前年同期比 15.6%減）となりました。 

 

《その他分野》 

この分野は、カスタム応用機器に組み込まれる商品の売上と修理・校正が主なものです。その他分野の

売上高は 151 百万円（前年同期比 20.1%増）となりました。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1)資産、負債、純資産の状況 

資産は前連結会計年度末と比べて 435 百万円減少し、6,946 百万円となりました。これは主として、現金及

び預金の減少（174 百万円）及び受取手形及び売掛金の減少（533 百万円）が、たな卸資産の増大（170 百万

円）を上回ったことによります。 

 負債は前連結会計年度末と比べて 486 百万円減少し、3,142 百万円となりました。これは主として、短期借

入金の減少（148 百万円）、未払法人税等の減少（79 百万円）と、長期借入金・社債の減少（83 百万円）によ

ります。 

純資産は前連結会計年度末と比べて 50 百万円増加し、3,803 百万円となりました。 

 

(2)キャッシュ・フローの状況 

営業活動によるキャッシュ・フローは、283 百万円の増加となりました。これは主として税金等調整前四半

期純利益（237 百万円）と売上債権の減少（523 百万円）が、たな卸資産の増加（170 百万円）と法人税等の

支払額（213 百万円）を上回ったことによります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは 50 百万円の減少となりました。これは主として、有形・無形固定資

産の取得（53 百万円）及び投資有価証券の取得（46 百万円）が定期預金の払戻による収入（50 百万円）を上

回ったことによります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは 357 百万円の減少となりました。これは主として、長期及び短期借

入金の返済による支出（176 百万円）、社債の償還による支出（75 百万円）及び配当金の支払(77 百万円)によ

ります。 

以上の結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末と比べて、124 百万円減少し、889 百万円となりま

した。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の経済見通しにつきましては、欧米諸国の金融市場の混乱の実体経済への波及や、為替の不安定化等

により、企業収益はさらに圧迫され、民間設備投資の抑制傾向も一段と強まると予想されます。 

このような状況のもと、当社グループでは事業全般の効果・効率をさらに高めるべく、これまで培ってき

た独創技術を核にした技術開発、製品開発に注力するとともに、新規事業領域の開拓を図り、製造面では生

産ネットワークの活用、グループ生産向上の生産改革をさらに推進し、生産性の向上を図ってまいります。

また、販売面では販売プロセスの強化を図るなど、戦力面の強化と、開発・生産・サービスをも含む緊密な

連携によってお客様へのソリューション活動を展開し、顧客満足度の向上を通じて、所期の業績を実現して

まいります。 

なお、民事再生手続開始の申立てを行った取引先に対する売掛債権の会計処理に伴って、平成 21 年 3月期

の連結当期純利益予想を下方修正いたしました。 

当該取引先に対する債権に関しては、全額回収を鋭意図ってまいります。 
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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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 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繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降、経営環境等及び一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。 

 

②未実現損益の消去 

 当第２四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及び当該取引に係る損益率を合理的

に見積って計算しております。 

 

(3) 四半期財務諸表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 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。 

 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）

を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、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）に変更しております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 

 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 

 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月30

日 企業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成

６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間

から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法

に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとする定額法に

よっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

期首に前連結会計年度末における未経過リース料残高を取得価格として取得したものとしてリース資産

を計上する方法によっております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、有形固定資産に32百万円、無形固定資産に46百万円、

流動負債に39百万円、固定負債に40百万円それぞれ計上されております。 

 なお、これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 
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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 1,191,407 1,365,919

  受取手形及び売掛金 1,789,682 2,323,126

  商品 1,471 848

  製品 345,013 259,914

  原材料 437,100 426,171

  仕掛品 564,457 490,146

  その他 235,229 262,980

  貸倒引当金 △10,000 △1,000

  流動資産合計 4,554,362 5,128,107

 固定資産 

  有形固定資産 

   土地 963,185 963,185

   その他（純額） 790,411 767,576

   有形固定資産合計 1,753,597 1,730,762

  無形固定資産 184,627 156,353

  投資その他の資産 453,853 366,995

  固定資産合計 2,392,077 2,254,110

 資産合計 6,946,440 7,382,218
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(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 763,249 766,522

  短期借入金 64,940 213,592

  未払法人税等 139,518 219,372

  賞与引当金 246,208 256,115

  役員賞与引当金 － 24,000

  その他 500,916 664,085

  流動負債合計 1,714,833 2,143,687

 固定負債 

  社債 855,000 910,000

  長期借入金 50,200 78,344

  退職給付引当金 161,995 166,037

  長期未払金 156,265 164,859

  その他 204,243 166,379

  固定負債合計 1,427,704 1,485,621

 負債合計 3,142,538 3,629,308

    

純資産の部 

 株主資本 

  資本金 910,000 910,000

  資本剰余金 1,182,517 1,182,517

  利益剰余金 1,874,951 1,817,121

  自己株式 △131,641 △130,694

  株主資本合計 3,835,827 3,778,944

 評価・換算差額等 

  その他有価証券評価差額金 △31,925 △26,034

  評価・換算差額等合計 △31,925 △26,034

 純資産合計 3,803,902 3,752,909

負債純資産合計 6,946,440 7,382,218
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(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 3,354,694

売上原価 1,962,409

 売上総利益 1,392,284

販売費及び一般管理費 997,656

営業利益 394,627

営業外収益 

 受取利息 1,083

 受取配当金 3,002

 保険解約返戻金 4,847

 その他 3,746

 営業外収益合計 12,678

営業外費用 

 支払利息 14,236

 売上割引 5,401

 その他 5,483

 営業外費用合計 25,121

経常利益 382,184

特別利益 －

特別損失 

 固定資産除却損 1,914

 投資有価証券評価損 3,174

 貸倒引当金繰入額 139,125

 特別損失合計 144,214

税金等調整前四半期純利益 237,970

法人税、住民税及び事業税 135,140

法人税等調整額 △33,405

法人税等合計 101,735

四半期純利益 136,235
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(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 237,970

 減価償却費 126,799

 有形固定資産除却損 1,914

 投資有価証券評価損 3,174

 貸倒引当金の増減額（△は減少） 148,125

 賞与引当金の増減額（△は減少） △9,906

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △24,000

 退職給付引当金の増減額（△は減少） △4,041

 長期未払金の増減額（△は減少） △8,594

 受取利息及び受取配当金 △4,085

 支払利息 14,236

 売上債権の増減額（△は増加） 523,819

 破産更生債権等の増減額（△は増加） △139,125

 たな卸資産の増減額（△は増加） △170,963

 仕入債務の増減額（△は減少） △3,272

 未払消費税の増減額（△は減少） △38,327

 その他 △143,402

 小計 510,321

 利息及び配当金の受取額 4,085

 利息の支払額 △16,609

 法人税等の支払額 △213,979

 営業活動によるキャッシュ・フロー 283,818

投資活動によるキャッシュ・フロー 

 定期預金の払戻による収入 50,000

 有形固定資産の取得による支出 △24,345

 無形固定資産の取得による支出 △29,640

 投資有価証券の取得による支出 △46,519

 その他の投資の取得による支出 △848

 その他の投資の売却による収入 953

 投資活動によるキャッシュ・フロー △50,400

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） △140,000

 リース債務の返済による支出 △27,366

 長期借入金の返済による支出 △36,796

 社債の償還による支出 △75,000

 自己株式取得による支出 △946

 配当金の支払額 △77,821

 財務活動によるキャッシュ・フロー △357,930

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △124,512

現金及び現金同等物の期首残高 1,013,919

現金及び現金同等物の四半期末残高 889,407
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 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。 

 

(4) 継続企業の前提に関する注記 

当第２四半期連結会計期間（自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日） 

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 

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） 

該当事項はありません。 
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【参考情報】 

(1) 前中間連結損益計算書 

(単位：千円) 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

売上高 3,174,826

売上原価 1,915,618

 売上総利益 1,259,208

販売費及び一般管理費 941,105

営業利益 318,102

営業外収益 

 受取利息 787

 受取配当金 4,465

 その他 13,544

 営業外収益合計 18,797

営業外費用 

 支払利息 16,613

 売上割引 4,602

 その他 4,030

 営業外費用合計 25,246

経常利益 311,653

特別利益 

 投資有価証券売却益 18,426

 特別利益合計 18,426

特別損失 

 固定資産除却損 1,504

 特別損失合計 1,504

税金等調整前中間純利益 328,576

法人税、住民税及び事業税 39,593

法人税等調整額 101,241

法人税等合計 140,834

中間純利益 187,741
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(2) 前中間連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円) 

 

前中間連結会計期間 

（自 平成19年４月１日  

 至 平成19年９月30日） 

営業活動によるキャッシュ・フロー 

 税金等調整前中間純利益 328,576

 減価償却費 108,595

 有形固定資産除却損 1,504

 投資有価証券売却益 △18,426

 賞与引当金の減少額 △26,321

 役員賞与引当金の減少額 △25,700

 退職給付引当金の増加額 5,006

 役員退職慰労引当金の減少額 △209,486

 長期未払金の増加額 9,200

 受取利息及び受取配当金 △5,253

 支払利息 16,613

 売上債権の減少額 223,093

 たな卸資産の減少額 81,766

 仕入債務の減少額 △279,786

 未払消費税等の減少額 △20,298

 その他 △22,746

 小計 166,337

 利息及び配当金の受取額 5,253

 利息の支払額 △19,284

 法人税等の支払額 △205,352

 営業活動によるキャッシュ・フロー △53,045

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 △38,959

 無形固定資産の取得による支出 △17,834

 投資有価証券の売却による収入 39,427

 その他の投資の取得による支出 △763

 その他の投資の売却による収入 822

 投資活動によるキャッシュ・フロー △17,307

財務活動によるキャッシュ・フロー 

 短期借入金の純増加額 200,000

 長期借入金の返済による支出 △86,458

 社債の償還による支出 △70,000

 自己株式の取得による支出 △66,884

 配当金の支払額 △75,105

 財務活動によるキャッシュ・フロー △98,448

現金及び現金同等物の減少額 △168,801

現金及び現金同等物の期首残高 1,048,554

現金及び現金同等物の中間期末残高 879,753
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