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1.  平成21年9月期第1四半期の連結業績（平成20年10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9月期第1四半期 6,898 ― 596 ― 490 ― 197 ―

20年9月期第1四半期 5,580 5.1 401 △25.9 435 △23.2 204 △30.4

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9月期第1四半期 224.51 ―

20年9月期第1四半期 269.95 ―

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9月期第1四半期 21,703 13,702 58.9 14,540.47
20年9月期 22,073 14,051 59.5 14,693.16

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  12,780百万円 20年9月期  13,135百万円

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9月期 ― 133.00 ― 133.00 266.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― 167.00 ― 167.00 334.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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）

（注）連結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

第2四半期連結累計期間 14,183 14.1 1,014 △23.1 1,007 △19.8 365 △29.7 415.82
通期 30,193 17.1 2,631 15.7 2,631 20.3 1,176 41.8 1,338.40

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、４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) 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、４ページ定性的情報・財務諸表等 ４．その他をご覧ください  

(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）上記の予想は本資料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、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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年9月期第1四半期  894,957株 20年9月期  894,957株

② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  16,001株 20年9月期  1,002株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第1四半期  878,956株 20年9月期第1四半期  758,600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１四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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,663,990 6,631,528

受取手形及び売掛金 5,320,362 5,164,862

商品及び製品 14,305 4,309

仕掛品 1,529,895 1,403,981

原材料及び貯蔵品 173,306 112,338

その他 996,387 1,043,981

貸倒引当金 △3,139 △8,181

流動資産合計 13,695,109 14,352,818

固定資産   

有形固定資産 4,819,554 4,513,693

無形固定資産   

のれん 573,539 617,613

その他 559,021 578,376

無形固定資産合計 1,132,560 1,195,989

投資その他の資産   

投資有価証券 520,067 529,724

敷金及び保証金 1,022,242 1,027,681

その他 519,250 453,537

貸倒引当金 △5,024 △287

投資その他の資産合計 2,056,535 2,010,656

固定資産合計 8,008,651 7,720,340

資産合計 21,703,760 22,073,159

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 562,729 602,462

短期借入金 1,709,600 629,600

未払法人税等 152,094 1,032,868

賞与引当金 283,599 830,011

その他の引当金 26,630 74,744

その他 3,006,843 2,624,191

流動負債合計 5,741,497 5,793,878

固定負債   

長期借入金 1,099,300 1,245,900

退職給付引当金 1,003,602 913,006

その他 157,202 69,261

固定負債合計 2,260,105 2,228,167

負債合計 8,001,603 8,022,046



（単位：千円）

当第１四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９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,087,750 3,087,750

資本剰余金 5,960,878 5,960,881

利益剰余金 4,366,840 4,254,539

自己株式 △416,008 △36,650

株主資本合計 12,999,460 13,266,520

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △219,026 △131,493

評価・換算差額等合計 △219,026 △131,493

少数株主持分 921,724 916,085

純資産合計 13,702,157 14,051,112

負債純資産合計 21,703,760 22,073,159



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 6,898,641

売上原価 4,941,161

売上総利益 1,957,479

販売費及び一般管理費 1,360,922

営業利益 596,557

営業外収益  

受取利息 2,934

受取賃貸料 5,579

受取配当金 5,579

負ののれん償却額 8,959

その他 3,917

営業外収益合計 26,970

営業外費用  

支払利息 9,308

為替差損 92,765

出資金等持分損失負担額 26,677

持分法による投資損失 59

その他 4,147

営業外費用合計 132,959

経常利益 490,568

特別損失  

退職給付費用 29,328

特別損失合計 29,328

税金等調整前四半期純利益 461,239

法人税、住民税及び事業税 155,878

法人税等調整額 78,812

法人税等合計 234,690

少数株主利益 29,213

四半期純利益 197,335



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年10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 461,239

減価償却費 135,744

のれん償却額 23,294

負ののれん償却額 △8,959

受取利息及び受取配当金 △8,513

支払利息 9,308

出資金等持分損失負担額 26,677

売上債権の増減額（△は増加） △197,195

たな卸資産の増減額（△は増加） △204,395

仕入債務の増減額（△は減少） △14,345

その他 14,649

小計 237,506

利息及び配当金の受取額 8,513

利息の支払額 △9,070

法人税等の支払額 △1,007,870

営業活動によるキャッシュ・フロー △770,921

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 △50,312

定期預金の払戻による収入 160,000

有形固定資産の取得による支出 △407,349

無形固定資産の取得による支出 △116,329

投資有価証券の取得による支出 △53,300

その他 △3,103

投資活動によるキャッシュ・フロー △470,394

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） 1,080,000

長期借入金の返済による支出 △146,600

リース債務の返済による支出 △4,572

配当金の支払額 △115,278

少数株主への配当金の支払額 △12,109

自己株式の取得による支出 △379,357

財務活動によるキャッシュ・フロー 422,081

現金及び現金同等物に係る換算差額 △38,492

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △857,726

現金及び現金同等物の期首残高 6,070,677

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,212,950
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