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（百万円未満切捨て） 

1.  20年12月期の連結業績（平成20年1月1日～平成20年12月31日）
(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期 19,463 △2.8 2,402 △4.7 2,371 △4.5 1,484 0.4
19年12月期 20,031 4.7 2,522 △2.1 2,482 △4.1 1,478 △0.2

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益 自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率
円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年12月期 52.43 ― 9.2 9.7 12.3
19年12月期 52.20 ― 9.3 10.6 12.6
（参考） 持分法投資損益 20年12月期  ―百万円 19年12月期  ―百万円

(2) 連結財政状態
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

20年12月期 24,193 16,320 67.4 576.28
19年12月期 24,517 16,065 65.5 567.08
（参考） 自己資本  20年12月期  16,317百万円 19年12月期  16,062百万円
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(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円
20年12月期 1,712 △857 △970 4,015
19年12月期 2,687 △4,103 1,195 4,178

2.  配当の状況
1株当たり配当金

配当金総額（年間） 配当性向（連結） 純資産配当率（連結）
（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 百万円 ％ ％
19年12月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 566 38.3 3.6
20年12月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 566 38.1 3.5
21年12月期 

（予想） ― 10.00 ― 10.00 20.00 ――― 219.5 ―――

3.  21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日）
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第2四半期連結累計期間 7,900 △26.0 380 △76.2 355 △77.7 200 △75.0 7.06
通期 14,500 △25.5 500 △79.2 450 △81.0 258 △82.6 9.11
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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 
新規 ― 社 （ 社名 ） 除外 ― 社 （ 社名 ）

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの）
① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

（注）詳細は、15ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項（会計方針の変更）」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式）
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年12月期 30,250,000株 19年12月期 30,250,000株
② 期末自己株式数 20年12月期 1,934,677株 19年12月期 1,924,314株

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、 27ページ「1株当たり情報」をご覧下さい。 

（参考）個別業績の概要

1.  20年12月期の個別業績（平成20年1月1日～平成20年12月31日）
(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期 18,790 △2.9 2,126 △3.5 2,167 △0.1 1,390 3.2
19年12月期 19,342 4.9 2,204 9.9 2,170 1.5 1,347 6.7

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益
円 銭 円 銭

20年12月期 49.10 ―
19年12月期 47.57 ―

(2) 個別財政状態
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

20年12月期 22,751 15,178 66.7 536.07
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19年12月期 23,168 14,960 64.6 528.17
（参考） 自己資本 20年12月期  15,178百万円 19年12月期  14,960百万円

2.  21年12月期の個別業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日）
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

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

第2四半期累計期間 7,600 △26.3 250 △82.1 260 △82.2 150 △80.4 5.30
通期 14,000 △25.5 290 △86.4 290 △86.6 165 △88.1 5.83

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項　　　　　 
　上記予想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。 
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