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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 7,159 ― 386 ― 363 ― 195 ―

20年3月期第3四半期 7,000 2.4 663 △15.9 625 △10.0 240 △38.9

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 5.43 5.28
20年3月期第3四半期 6.70 6.49

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 9,472 2,407 25.4 64.30
20年3月期 8,930 2,214 24.8 58.94

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  2,407百万円 20年3月期  2,214百万円

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  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 9,350 3.4 350 △53.2 300 △57.1 160 △40.7 4.37

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【定常的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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【定常的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

優先株式 
 期末発行済株式数                 21年３月期第3四半期    1,840,000株     20年３月期第3四半期    1,840,000株  

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  35,341,410株 20年3月期  35,341,410株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  91,025株 20年3月期  77,755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  35,258,534株 20年3月期第3四半期  35,272,261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ける入手可能な情報に基づき作成しております。実際の業績は今後様々な要因によって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。  







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 759,382 631,543

受取手形及び売掛金 1,888,975 1,416,158

商品 38,653 35,947

製品 251,239 323,435

原材料 451,999 266,839

仕掛品 23,946 29,684

繰延税金資産 80,847 107,876

その他 73,999 71,112

貸倒引当金 △2,840 △3,406

流動資産合計 3,566,202 2,879,189

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,858,722 1,918,154

機械及び装置（純額） 1,381,840 1,574,307

土地 1,681,577 1,681,577

リース資産（純額） 156,638 －

その他（純額） 168,948 193,125

有形固定資産合計 5,247,726 5,367,164

無形固定資産 6,746 6,746

投資その他の資産   

繰延税金資産 317,081 327,278

その他 346,648 362,015

貸倒引当金 △11,611 △11,614

投資その他の資産合計 652,119 677,679

固定資産合計 5,906,592 6,051,591

資産合計 9,472,795 8,930,781

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 714,980 705,906

短期借入金 1,580,000 1,130,000

1年内返済予定の長期借入金 403,750 472,500

リース債務 77,234 －

未払法人税等 129,190 20,619

賞与引当金 22,357 88,000

その他 553,033 499,994

流動負債合計 3,480,544 2,917,021

固定負債   

長期借入金 3,085,000 3,378,750



（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) 

リース債務 79,968 －

役員退職慰労引当金 162,570 169,390

退職給付引当金 228,115 222,913

長期預り敷金保証金 27,708 27,708

その他 1,350 －

固定負債合計 3,584,711 3,798,762

負債合計 7,065,256 6,715,783

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,859,070 1,859,070

利益剰余金 575,375 379,626

自己株式 △11,139 △9,985

株主資本合計 2,423,306 2,228,711

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △15,767 △13,713

評価・換算差額等合計 △15,767 △13,713

純資産合計 2,407,538 2,214,998

負債純資産合計 9,472,795 8,930,781



（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 7,159,517

売上原価 5,302,110

売上総利益 1,857,406

販売費及び一般管理費 1,471,360

営業利益 386,045

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 2,974

受取賃貸料 55,714

その他 10,548

営業外収益合計 69,237

営業外費用  

支払利息 59,568

賃貸収入原価 25,183

その他 7,373

営業外費用合計 92,125

経常利益 363,158

特別利益  

固定資産売却益 7,263

投資有価証券売却益 670

貸倒引当金戻入額 566

特別利益合計 8,499

特別損失  

前期損益修正損 7,944

固定資産除却損 1,129

投資有価証券評価損 1,766

特別損失合計 10,840

税引前四半期純利益 360,817

法人税、住民税及び事業税 126,459

法人税等調整額 38,610

法人税等合計 165,069

四半期純利益 195,748



（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  

税引前四半期純利益 360,817

減価償却費 444,115

貸倒引当金の増減額（△は減少） △566

賞与引当金の増減額（△は減少） △65,643

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △6,820

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,201

受取利息及び受取配当金 △2,974

支払利息 59,568

有形固定資産除却損 6,526

有形固定資産売却損益（△は益） △7,263

投資有価証券評価損益（△は益） 1,766

投資有価証券売却損益（△は益） △670

売上債権の増減額（△は増加） △472,817

たな卸資産の増減額（△は増加） △111,346

仕入債務の増減額（△は減少） 9,073

未払消費税等の増減額（△は減少） △4,625

その他 90,258

小計 304,601

利息及び配当金の受取額 2,974

利息の支払額 △57,597

法人税等の支払額 △12,234

営業活動によるキャッシュ・フロー 237,745

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 △142,237

有形固定資産の売却による収入 7,626

投資有価証券の取得による支出 △2,850

関係会社株式の取得による支出 △500

投資有価証券の売却による収入 1,460

投資活動によるキャッシュ・フロー △136,501

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） 450,000

長期借入金の返済による支出 △362,500

リース債務の返済による支出 △59,750

その他 △1,153

財務活動によるキャッシュ・フロー 26,595

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 127,839

現金及び現金同等物の期首残高 631,543

現金及び現金同等物の四半期末残高 759,382
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