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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 25,870 ― 244 ― 39 ― 77 ―

20年3月期第3四半期 27,089 4.6 613 30.5 628 14.6 472 54.6

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 8.60 ―

20年3月期第3四半期 52.34 ―

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 25,400 7,963 31.3 880.94
20年3月期 23,483 8,644 36.8 956.53

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,952百万円 20年3月期  8,635百万円

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  有  

期末配当につきましては、現時点では未定とさせていただき、今後の状況を見極めた上で開示させていただきます。  

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 ― 6.00 ― 7.00 13.00
21年3月期 ― 6.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― ― ―

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 32,095 △10.1 75 △89.8 △161 ― △153 ― △17.01

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．その他をご参照ください。  

(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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご参照ください。  

(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．平成20年11月19日に公表しました平成21年３月期の通期連結業績予想を本資料において修正しております。 
２．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、本資料の発表日現在の将来に関する前提・見通し・計画に基づく予想が含まれております。世界経
済・競合状況・為替・金利の変動等にかかわるリスクや不安定要因により実際の業績が記載の予想数値と大幅に異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項
は、本日公表しまいた「業績予想の修正及び配当の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
３．現時点において期末配当は未定です。開示が可能になった時点で速やかに開示する予定であります。詳細については、本日公表しました「業績予想の修正及び配当
予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
４．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）を適用しています。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 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  9,149,400株 20年3月期  9,149,400株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  121,901株 20年3月期  121,245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  9,027,648株 20年3月期第3四半期  9,029,721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 2,700,154 818,456

受取手形及び売掛金 6,209,067 5,947,729

製品 1,214,891 1,028,882

原材料 1,405,328 1,556,905

仕掛品 388,581 555,942

貯蔵品 30,365 19,458

未収還付法人税等 61,186 －

その他 1,338,445 1,118,863

貸倒引当金 △9,931 △8,176

流動資産合計 13,338,090 11,038,061

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,549,536 3,478,237

機械装置及び運搬具（純額） 4,214,592 4,529,377

土地 2,134,960 2,064,430

建設仮勘定 269,405 337,005

その他（純額） 570,837 664,741

有形固定資産合計 10,739,332 11,073,793

無形固定資産 87,395 112,477

投資その他の資産   

投資有価証券 579,302 707,386

その他 659,074 554,900

貸倒引当金 △3,120 △3,120

投資その他の資産合計 1,235,257 1,259,166

固定資産合計 12,061,985 12,445,437

資産合計 25,400,075 23,483,499

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,141,531 6,041,135

短期借入金 2,265,626 1,742,551

1年内償還予定の社債 260,000 320,000

1年内返済予定の長期借入金 906,320 882,527

未払金 2,399,470 1,721,248

未払法人税等 10,922 200

賞与引当金 124,504 457,393

役員賞与引当金 － 21,500

その他 484,655 573,616

流動負債合計 13,593,030 11,760,173



（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) 

固定負債   

長期借入金 2,585,248 1,760,836

退職給付引当金 784,328 816,619

役員退職慰労引当金 175,110 202,900

その他 298,904 298,261

固定負債合計 3,843,591 3,078,617

負債合計 17,436,621 14,838,790

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,190,000 2,190,000

資本剰余金 3,882,790 3,882,991

利益剰余金 2,221,217 2,324,457

自己株式 △58,062 △57,968

株主資本合計 8,235,944 8,339,480

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 38,230 121,611

為替換算調整勘定 △321,495 174,629

評価・換算差額等合計 △283,265 296,240

少数株主持分 10,774 8,987

純資産合計 7,963,453 8,644,708

負債純資産合計 25,400,075 23,483,499



（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 25,870,917

売上原価 21,786,804

売上総利益 4,084,113

販売費及び一般管理費 3,839,608

営業利益 244,505

営業外収益  

受取利息 11,424

受取配当金 14,116

補助金収入 13,901

その他 57,053

営業外収益合計 96,495

営業外費用  

支払利息 79,840

手形売却損 1,919

為替差損 192,954

その他 26,889

営業外費用合計 301,603

経常利益 39,396

特別利益  

前期損益修正益 9,458

固定資産売却益 7,814

過年度受取特許料 7,202

受取補償金 106,146

特別利益合計 130,621

特別損失  

前期損益修正損 18,321

固定資産除却損 27,870

投資有価証券評価損 3,005

子会社工場閉鎖費用 11,130

特別損失合計 60,327

税金等調整前四半期純利益 109,690

法人税、住民税及び事業税 △669

法人税等調整額 30,051

法人税等合計 29,382

少数株主利益 2,679

四半期純利益 77,628



（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 109,690

減価償却費 1,283,705

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,754

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32,291

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △27,790

受取利息及び受取配当金 △25,540

支払利息 79,840

為替差損益（△は益） 27,284

有形固定資産除却損 27,870

有形固定資産売却損益（△は益） △7,814

投資有価証券評価損益（△は益） 3,005

売上債権の増減額（△は増加） △512,563

たな卸資産の増減額（△は増加） △28,644

仕入債務の増減額（△は減少） 1,935,944

未払消費税等の増減額（△は減少） △34,419

賞与引当金の増減額（△は減少） △332,889

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △21,500

その他 △140,521

小計 2,305,121

利息及び配当金の受取額 25,540

利息の支払額 △82,865

法人税等の還付額 30,302

法人税等の支払額 △73,089

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,205,008

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 △36,537

有形固定資産の取得による支出 △1,512,475

有形固定資産の売却による収入 48,482

無形固定資産の取得による支出 △32,234

投資有価証券の取得による支出 △14,823

貸付けによる支出 △9,010

貸付金の回収による収入 8,704

その他 △12,920

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,560,814

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） 526,662

長期借入れによる収入 1,700,000

長期借入金の返済による支出 △768,481

社債の償還による支出 △60,000

配当金の支払額 △117,359

その他 △11,557

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,269,264

現金及び現金同等物に係る換算差額 △59,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,854,256

現金及び現金同等物の期首残高 782,207

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,636,464
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