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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 2,264 ― 27 ― 42 ― △3,791 ―
20年3月期第2四半期 2,804 △6.3 26 △88.5 △95 ― △130 ―

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 △83.91 ―
20年3月期第2四半期 △5.31 ―

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 7,013 2,669 37.8 55.51
20年3月期 10,569 5,913 55.6 140.55

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,653百万円 20年3月期  5,875百万円

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 1.00 1.00
21年3月期 0.00 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― 0.00 0.00 0.00

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  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 4,700 △7.5 130 ― 140 ― △3,690 ― △77.19

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  

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。  

(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） 

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  48,849,935株 20年3月期  42,849,935株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,047,546株 20年3月期  1,047,496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  45,179,463株 20年3月期第2四半期  24,556,791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、多分に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 
  により上記予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、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を 
  ご覧ください。 
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。  







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 609,911 1,012,439

受取手形及び売掛金 1,058,107 1,191,409

有価証券 91,977 114,208

商品 5,753 4,215

製品 415,999 308,326

半製品 179,724 175,026

原材料 307,993 293,706

仕掛品 78,099 67,311

貯蔵品 16,502 26,103

その他 240,795 248,220

流動資産合計 3,004,865 3,440,968

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 172,449 180,562

構築物（純額） 16,425 17,478

機械及び装置（純額） 308,476 327,414

車両運搬具（純額） 1,590 1,748

工具、器具及び備品（純額） 33,823 35,341

土地 2,506,900 2,506,900

建設仮勘定 3,869 －

有形固定資産合計 3,043,535 3,069,445

無形固定資産   

電話加入権 2,810 2,810

その他 14,553 4,599

無形固定資産合計 17,363 7,409

投資その他の資産   

投資有価証券 289,919 686,764

長期貸付金 3,634,721 3,164,721

その他 287,071 287,211

貸倒引当金 △3,264,305 △87,455

投資その他の資産合計 947,406 4,051,242

固定資産合計 4,008,305 7,128,097

資産合計 7,013,170 10,569,065



（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 637,689 671,756

短期借入金 － 34,000

1年内返済予定の長期借入金 114,360 142,000

1年内償還予定の社債 140,000 100,000

未払法人税等 10,931 22,339

賞与引当金 61,917 64,330

その他 330,115 403,772

流動負債合計 1,295,012 1,438,198

固定負債   

社債 310,000 380,000

新株予約権付社債 800,000 800,000

長期借入金 240,570 297,750

再評価に係る繰延税金負債 967,404 967,404

退職給付引当金 638,330 654,680

その他 92,275 117,245

固定負債合計 3,048,581 3,217,080

負債合計 4,343,593 4,655,279

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,507,423 3,264,423

資本剰余金 1,549,401 1,909,750

利益剰余金 △3,786,359 △556,547

自己株式 △157,206 △157,201

株主資本合計 1,113,258 4,460,424

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,662 △134,707

繰延ヘッジ損益 78,549 98,698

土地再評価差額金 1,451,107 1,451,107

評価・換算差額等合計 1,540,318 1,415,097

新株予約権 16,000 38,263

純資産合計 2,669,576 5,913,786

負債純資産合計 7,013,170 10,569,065



（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 2,264,055

売上原価 1,837,672

売上総利益 426,383

販売費及び一般管理費 398,411

営業利益 27,971

営業外収益  

受取利息 19,055

受取配当金 2,470

有価証券運用益 7,110

その他 11,253

営業外収益合計 39,889

営業外費用  

支払利息 4,753

社債利息 2,012

手形売却損 7,165

株式交付費 10,720

その他 305

営業外費用合計 24,956

経常利益 42,904

特別利益  

投資有価証券売却益 9,811

特別利益合計 9,811

特別損失  

貸倒引当金繰入額 3,176,850

固定資産除却損 37

投資有価証券売却損 1,975

投資有価証券評価損 632,506

役員退職慰労金 26,715

特別損失合計 3,838,084

税引前四半期純損失（△） △3,785,368

法人税、住民税及び事業税 5,991

法人税等合計 5,991

四半期純損失（△） △3,791,359



（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 1,233,209

売上原価 1,023,034

売上総利益 210,175

販売費及び一般管理費 197,919

営業利益 12,255

営業外収益  

受取利息 10,776

受取配当金 1,452

その他 5,443

営業外収益合計 17,672

営業外費用  

支払利息 2,114

社債利息 971

手形売却損 3,555

株式交付費 4,070

有価証券運用損 13,848

その他 261

営業外費用合計 24,822

経常利益 5,105

特別利益  

役員退職慰労金戻入額 1,010

特別利益合計 1,010

特別損失  

貸倒引当金繰入額 1,651,850

投資有価証券売却損 1,975

投資有価証券評価損 214,413

特別損失合計 1,868,238

税引前四半期純損失（△） △1,862,122

法人税、住民税及び事業税 2,995

法人税等合計 2,995

四半期純損失（△） △1,865,118



（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  

税引前四半期純損失（△） △3,785,368

減価償却費 41,351

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,176,850

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,413

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,350

受取利息及び受取配当金 △21,525

支払利息 6,765

株式交付費 10,720

有価証券運用損益（△は益） △7,110

投資有価証券売却損益（△は益） △7,835

投資有価証券評価損益（△は益） 632,506

固定資産除却損 37

売上債権の増減額（△は増加） 22,779

たな卸資産の増減額（△は増加） △129,382

仕入債務の増減額（△は減少） △36,692

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,933

割引手形の増減額（△は減少） 110,206

その他 △47,685

小計 △66,080

利息及び配当金の受取額 22,761

利息の支払額 △6,679

法人税等の支払額 △11,942

営業活動によるキャッシュ・フロー △61,940

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の売却による収入 29,493

有形固定資産の取得による支出 △17,377

無形固定資産の取得による支出 △14,553

投資有価証券の取得による支出 △100,209

投資有価証券の売却による収入 24,861

貸付けによる支出 △700,000

貸付金の回収による収入 230,000

定期預金の増減額（△は増加） △62,021

その他 154

投資活動によるキャッシュ・フロー △609,652



（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △34,000

長期借入金の返済による支出 △84,820

社債の償還による支出 △30,000

株式の発行による収入 478,762

自己株式の取得による支出 △4

新株予約権の発行による収入 12,517

新株予約権の買入消却による支出 △38,263

配当金の支払額 △39,184

財務活動によるキャッシュ・フロー 265,006

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △406,585

現金及び現金同等物の期首残高 680,794

現金及び現金同等物の四半期末残高 274,209
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