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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 8,508 ― 809 ― 712 ― 344 ―

20年3月期第3四半期 7,580 2.7 540 △36.9 503 △41.5 203 △77.1

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3月期第3四半期 108.57 107.91
20年3月期第3四半期 63.56 62.84

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 11,422 4,843 42.1 1,564.35
20年3月期 11,172 5,265 46.8 1,623.70

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  4,813百万円 20年3月期  5,289百万円

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 ― 30.00 ― 30.00 60.00
21年3月期 ― 30.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 30.00 60.00

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 10,722 4.7 550 △20.0 325 △48.2 53 △81.8 16.85

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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(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．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
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。  

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3月期第3四半期  3,234,500株 20年3月期  3,218,500株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  157,237株 20年3月期  100株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  3,168,753株 20年3月期第3四半期  3,204,815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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,897,580 2,064,005

受取手形及び売掛金 3,005,800 3,218,718

商品及び製品 500,646 506,083

仕掛品 944,865 196,417

原材料及び貯蔵品 295,353 269,760

繰延税金資産 111,342 168,988

その他 288,159 126,188

貸倒引当金 △30,343 △9,488

流動資産合計 7,013,404 6,540,675

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,694,498 1,760,284

機械装置及び運搬具（純額） 247,465 257,167

工具、器具及び備品（純額） 276,766 275,687

土地 672,824 672,824

リース資産（純額） 164,378 170,953

建設仮勘定 50,440 4,055

有形固定資産合計 3,106,373 3,140,972

無形固定資産   

のれん 11,443 14,083

その他 58,390 11,368

無形固定資産合計 69,833 25,452

投資その他の資産   

投資有価証券 745,286 714,121

繰延税金資産 152,939 76,783

その他 345,384 378,027

貸倒引当金 △10,662 △24,356

投資その他の資産合計 1,232,947 1,144,575

固定資産合計 4,409,154 4,311,000

資産合計 11,422,558 10,851,675



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 2,538,140 1,888,102

短期借入金 380,255 187,008

1年内返済予定の長期借入金 498,000 648,000

リース債務 5,837 5,570

未払法人税等 84,847 30,766

賞与引当金 99,739 210,153

前受金 962,222 321,689

その他 408,329 362,473

流動負債合計 4,977,371 3,653,762

固定負債   

長期借入金 892,000 1,147,000

リース債務 179,419 183,830

退職給付引当金 433,088 439,042

その他 97,625 108,522

固定負債合計 1,602,132 1,878,395

負債合計 6,579,504 5,532,158

純資産の部   

株主資本   

資本金 916,562 910,562

資本剰余金 869,211 863,211

利益剰余金 3,732,892 3,577,730

自己株式 △346,293 △592

株主資本合計 5,172,373 5,350,912

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △218,738 △103,337

繰延ヘッジ損益 △3,166 －

為替換算調整勘定 △136,537 41,473

評価・換算差額等合計 △358,443 △61,863

少数株主持分 29,123 30,468

純資産合計 4,843,053 5,319,517

負債純資産合計 11,422,558 10,851,675



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 8,508,375

売上原価 4,694,206

売上総利益 3,814,168

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 908,288

賞与 260,620

退職給付費用 92,834

減価償却費 180,863

貸倒引当金繰入額 20,624

その他 1,541,936

販売費及び一般管理費合計 3,005,167

営業利益 809,000

営業外収益  

受取利息 13,387

受取配当金 14,785

持分法による投資利益 188

その他 5,992

営業外収益合計 34,354

営業外費用  

支払利息 35,865

為替差損 83,474

その他 11,706

営業外費用合計 131,047

経常利益 712,306

特別利益  

固定資産売却益 1,901

特別利益合計 1,901

特別損失  

固定資産売却損 66

固定資産除却損 5,184

投資有価証券評価損 115,839

特別損失合計 121,091

税金等調整前四半期純利益 593,117

法人税、住民税及び事業税 184,391

法人税等調整額 62,653

法人税等合計 247,045

少数株主利益 2,039

四半期純利益 344,032



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 593,117

減価償却費 244,800

のれん償却額 2,640

貸倒引当金の増減額（△は減少） 7,612

賞与引当金の増減額（△は減少） △110,363

退職給付引当金の増減額（△は減少） △5,610

受取利息及び受取配当金 △28,173

支払利息 35,865

為替差損益（△は益） 31,090

持分法による投資損益（△は益） △188

固定資産売却損益（△は益） △1,834

固定資産除却損 5,184

投資有価証券評価損益（△は益） 115,839

売上債権の増減額（△は増加） 139,194

前受金の増減額（△は減少） 642,771

たな卸資産の増減額（△は増加） △818,902

仕入債務の増減額（△は減少） 705,915

前渡金の増減額（△は増加） △15,697

その他 △157,943

小計 1,385,319

利息及び配当金の受取額 22,887

利息の支払額 △34,657

法人税等の支払額 △100,171

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,273,378

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △27,280

有形固定資産の取得による支出 △170,798

有形固定資産の売却による収入 3,101

無形固定資産の取得による支出 △19,762

投資有価証券の取得による支出 △344,891

その他 522

投資活動によるキャッシュ・フロー △559,108



（単位：千円）

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

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） 197,192

長期借入金の返済による支出 △405,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △8,834

株式の発行による収入 12,000

自己株式の取得による支出 △345,701

配当金の支払額 △187,945

財務活動によるキャッシュ・フロー △738,289

現金及び現金同等物に係る換算差額 △123,341

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △147,362

現金及び現金同等物の期首残高 1,855,179

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,707,817
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