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1.  平成21年5月期第2四半期の連結業績（平成20年6月1日～平成20年11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5月期第2四半期 3,664 ― 320 ― 404 ― 127 ―

20年5月期第2四半期 3,861 △3.6 501 △20.5 540 △22.2 315 △39.1

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5月期第2四半期 16.96 ―

20年5月期第2四半期 40.69 40.65

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5月期第2四半期 13,527 10,987 80.9 1,491.73
20年5月期 13,484 11,120 82.2 1,457.43

（参考） 自己資本   21年5月期第2四半期  10,945百万円 20年5月期  11,082百万円

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5月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年5月期 ― 17.00 ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ――― ― 17.00 34.00

3.  平成21年5月期の連結業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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 6,860 △14.8 290 △75.9 460 △65.1 140 △80.8 19.08

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） 

（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．本資料に掲載した予想数値は、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ます。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。なお、上記予想数値に関する事項は４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ご 
  覧ください。 
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。又、「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。 
  なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則 
  第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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5月期第2四半期  7,811,728株 20年5月期  8,011,728株

② 期末自己株式数 21年5月期第2四半期  474,228株 20年5月期  381,328株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年5月期第2四半期  7,542,665株 20年5月期第2四半期  7,747,740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11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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,353,953 1,453,685

受取手形及び売掛金 2,515,260 2,546,072

有価証券 388,047 377,687

商品及び製品 773,927 758,843

仕掛品 161,769 172,781

原材料及び貯蔵品 943,700 948,247

繰延税金資産 163,277 133,405

その他 69,991 47,346

貸倒引当金 △2,577 △2,506

流動資産合計 6,367,349 6,435,563

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,452,586 1,453,554

機械装置及び運搬具（純額） 808,069 692,599

土地 1,576,824 1,576,824

その他（純額） 154,847 166,288

有形固定資産合計 3,992,328 3,889,267

無形固定資産   

その他 79,587 78,761

無形固定資産合計 79,587 78,761

投資その他の資産   

投資有価証券 256,322 296,025

投資不動産（純額） 2,175,425 2,193,010

繰延税金資産 142,468 78,231

その他 557,973 551,322

貸倒引当金 △44,170 △37,456

投資その他の資産合計 3,088,019 3,081,133

固定資産合計 7,159,936 7,049,163

資産合計 13,527,285 13,484,726



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年11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５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 793,742 1,002,625

短期借入金 295,151 228,301

未払法人税等 194,907 213,183

役員賞与引当金 － 18,000

受注損失引当金 － 5,659

その他 460,758 352,810

流動負債合計 1,744,561 1,820,580

固定負債   

長期借入金 290,687 180,825

退職給付引当金 299,211 158,671

役員退職慰労引当金 112,688 112,687

その他 92,148 91,182

固定負債合計 794,736 543,365

負債合計 2,539,297 2,363,946

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,623,347 2,623,347

資本剰余金 3,092,112 3,116,277

利益剰余金 5,595,028 5,749,543

自己株式 △359,395 △366,382

株主資本合計 10,951,093 11,122,785

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 27,934 53,796

為替換算調整勘定 △33,402 △93,789

評価・換算差額等合計 △5,467 △39,993

少数株主持分 42,363 37,988

純資産合計 10,987,988 11,120,780

負債純資産合計 13,527,285 13,484,726



（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６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 3,664,094

売上原価 2,159,982

売上総利益 1,504,112

販売費及び一般管理費 1,183,867

営業利益 320,245

営業外収益  

受取利息 12,989

受取配当金 1,845

不動産賃貸料 97,386

その他 26,020

営業外収益合計 138,242

営業外費用  

支払利息 5,529

不動産賃貸費用 42,726

その他 6,100

営業外費用合計 54,357

経常利益 404,130

特別損失  

貸倒引当金繰入額 6,160

退職給付費用 126,346

特別損失合計 132,506

税金等調整前四半期純利益 271,624

法人税、住民税及び事業税 218,523

法人税等調整額 △75,918

法人税等合計 142,604

少数株主利益 1,081

四半期純利益 127,937



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 2,028,208

売上原価 1,182,208

売上総利益 846,000

販売費及び一般管理費 594,901

営業利益 251,098

営業外収益  

受取利息 7,082

受取配当金 1,514

不動産賃貸料 50,262

その他 12,394

営業外収益合計 71,255

営業外費用  

支払利息 3,179

不動産賃貸費用 22,115

その他 2,129

営業外費用合計 27,425

経常利益 294,928

特別損失  

貸倒引当金繰入額 3,435

特別損失合計 3,435

税金等調整前四半期純利益 291,493

法人税、住民税及び事業税 114,880

法人税等調整額 10,475

法人税等合計 125,355

少数株主利益 596

四半期純利益 165,541



（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６月１日 
 至 平成20年11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 271,624

減価償却費 200,642

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,041

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 140,540

受取利息及び受取配当金 △14,835

支払利息 5,529

売上債権の増減額（△は増加） 37,317

たな卸資産の増減額（△は増加） 10,095

仕入債務の増減額（△は減少） △212,687

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,132

その他 △23,366

小計 413,034

利息及び配当金の受取額 12,309

利息の支払額 △5,765

法人税等の支払額 △227,202

営業活動によるキャッシュ・フロー 192,377

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 △34,991

定期預金の払戻による収入 34,899

有価証券の取得による支出 △799,320

有価証券の償還による収入 800,000

有形固定資産の取得による支出 △163,620

無形固定資産の取得による支出 △3,791

その他 △893

投資活動によるキャッシュ・フロー △167,717

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 1,000,000

短期借入金の返済による支出 △1,000,000

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △132,514

自己株式の取得による支出 △185,174

配当金の支払額 △114,456

その他 △733

財務活動によるキャッシュ・フロー △132,878

現金及び現金同等物に係る換算差額 22,577

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △85,640

現金及び現金同等物の期首残高 1,024,571

現金及び現金同等物の四半期末残高 938,930
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