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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 2,719 ― △45 ― △40 ― △43 ―
20年3月期第3四半期 3,640 5.8 51 ― 54 ― 73 ―

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3四半期 △4.42 ―
20年3月期第3四半期 7.42 ―

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3四半期 2,190 1,604 72.8 160.79
20年3月期 2,314 1,654 71.3 166.19

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  1,595百万円 20年3月期  1,649百万円

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  

詳細は２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。  

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 3,329 △34.5 △56 ― △53 ― △57 ― △5.74

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） 

（注）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3四半期  10,266,720株 20年3月期  10,266,720株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  343,870株 20年3月期  341,420株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  9,923,908株 20年3月期第3四半期  9,926,914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．上記予想は本資料の提出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場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料２ページをご参照ください。 
２．当会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準12号）および「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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 922,590 390,717

受取手形及び売掛金 541,335 678,634

商品 54,850 99,607

製品 218,418 701,122

原材料 114,579 164,279

仕掛品 6,694 18,973

貯蔵品 2 2

その他 189,639 123,853

貸倒引当金 △2,728 △3,316

流動資産合計 2,045,382 2,173,873

固定資産   

有形固定資産 21,605 19,709

無形固定資産 24,509 17,316

投資その他の資産   

その他 312,170 317,265

貸倒引当金 △213,198 △213,198

投資その他の資産合計 98,972 104,067

固定資産合計 145,087 141,093

資産合計 2,190,469 2,314,967

負債の部   

流動負債   

買掛金 143,419 143,333

短期借入金 300,000 350,000

未払法人税等 4,164 6,222

賞与引当金 6,000 15,868

その他 80,207 91,443

流動負債合計 533,791 606,868

固定負債   

退職給付引当金 25,370 26,413

その他 26,443 27,285

固定負債合計 51,813 53,698

負債合計 585,604 660,567
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,469,210 1,469,210

資本剰余金 281,335 281,335

利益剰余金 △15,732 28,183

自己株式 △130,662 △130,462

株主資本合計 1,604,151 1,648,267

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,581 1,227

評価・換算差額等合計 △8,581 1,227

新株予約権 9,295 4,904

純資産合計 1,604,864 1,654,399

負債純資産合計 2,190,469 2,314,967
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,719,557

売上原価 2,365,544

売上総利益 354,012

販売費及び一般管理費 399,420

営業損失（△） △45,408

営業外収益  

受取利息 1,002

受取配当金 241

有価証券利息 133

為替差益 5,865

雑収入 2,081

営業外収益合計 9,324

営業外費用  

支払利息 4,859

債権売却損 21

営業外費用合計 4,881

経常損失（△） △40,965

特別利益  

貸倒引当金戻入額 588

特別利益合計 588

特別損失  

固定資産除売却損 92

特別損失合計 92

税引前四半期純損失（△） △40,469

法人税、住民税及び事業税 3,446

四半期純損失（△） △43,916
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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３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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（△） △40,469

減価償却費 13,374

貸倒引当金の増減額（△は減少） △588

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,868

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,043

受取利息及び受取配当金 △1,243

支払利息 4,859

為替差損益（△は益） △2,473

売上債権の増減額（△は増加） 137,298

たな卸資産の増減額（△は増加） 589,441

仕入債務の増減額（△は減少） 85

その他 △72,323

小計 617,048

利息及び配当金の受取額 433

利息の支払額 △6,088

法人税等の支払額 △5,815

営業活動によるキャッシュ・フロー 605,578

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 △6,917

無形固定資産の取得による支出 △15,420

投資有価証券の取得による支出 △3,152

貸付金の回収による収入 124

その他 △613

投資活動によるキャッシュ・フロー △25,978

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） △50,000

自己株式の取得による支出 △200

財務活動によるキャッシュ・フロー △50,200

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,473

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 531,873

現金及び現金同等物の期首残高 390,717

現金及び現金同等物の四半期末残高 922,590
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