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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 11,979 ― 430 ― 444 ― 252 ―

20年3月期第3四半期 11,900 5.0 698 △13.8 726 △10.8 122 △72.1

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 6.16 ―

20年3月期第3四半期 2.99 2.99

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 14,645 7,295 39.5 141.53
20年3月期 14,981 7,243 38.4 140.32

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,791百万円 20年3月期  5,755百万円

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  
 

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 ― ― ― 5.00 5.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.00 3.00

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 14,500 △8.9 190 △76.4 220 △73.9 120 △32.6 2.93

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  無  

(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。 
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12号）及び「四半期財務諸表に関する企業基準の適用指針」（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 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  42,000,000株 20年3月期  42,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,080,503株 20年3月期  987,432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  41,002,479株 20年3月期第3四半期  41,014,021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 1,937,213 2,411,372

受取手形及び売掛金 4,310,278 4,877,950

製品 688,946 663,138

原材料 1,785,550 1,202,141

仕掛品 422,499 484,217

貯蔵品 163,752 141,098

その他 293,677 324,787

貸倒引当金 △10,539 △9,126

流動資産合計 9,591,379 10,095,580

固定資産   

有形固定資産 4,348,625 4,225,961

無形固定資産 76,944 59,993

投資その他の資産   

その他 644,432 617,267

貸倒引当金 △15,778 △17,058

投資その他の資産合計 628,654 600,209

固定資産合計 5,054,224 4,886,163

資産合計 14,645,603 14,981,744

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,174,220 2,252,969

短期借入金 2,450,040 2,448,000

未払法人税等 45,865 293,161

賞与引当金 92,786 208,596

その他 810,391 782,067

流動負債合計 5,573,305 5,984,793

固定負債   

長期借入金 799,950 850,000

退職給付引当金 750,031 726,792

役員退職慰労引当金 41,716 80,416

負ののれん 41,480 87,666

その他 143,223 8,783

固定負債合計 1,776,402 1,753,658

負債合計 7,349,708 7,738,452

                    



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,820,000 2,820,000

資本剰余金 285 285

利益剰余金 3,138,457 3,090,664

自己株式 △167,352 △159,115

株主資本合計 5,791,389 5,751,833

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 42 3,224

評価・換算差額等合計 42 3,224

少数株主持分 1,504,463 1,488,234

純資産合計 7,295,895 7,243,292

負債純資産合計 14,645,603 14,981,744

                    



（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 11,979,695

売上原価 10,080,679

売上総利益 1,899,016

販売費及び一般管理費 1,468,471

営業利益 430,544

営業外収益  

受取利息及び配当金 1,146

負ののれん償却額 46,185

その他 36,545

営業外収益合計 83,877

営業外費用  

支払利息 36,020

為替差損 14,706

その他 19,352

営業外費用合計 70,080

経常利益 444,341

特別利益  

固定資産売却益 1,665

特別利益合計 1,665

特別損失  

固定資産除却損 6,583

特別損失合計 6,583

税金等調整前四半期純利益 439,423

法人税、住民税及び事業税 106,568

法人税等調整額 62,770

法人税等合計 169,339

少数株主利益 17,227

四半期純利益 252,856

                    



（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 439,423

減価償却費 586,626

負ののれん償却額 △46,185

貸倒引当金の増減額（△は減少） 132

賞与引当金の増減額（△は減少） △115,809

退職給付引当金の増減額（△は減少） 23,239

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △38,700

受取利息及び受取配当金 △1,146

支払利息 36,020

有形固定資産除却損 5,081

有形固定資産売却損益（△は益） △1,665

売上債権の増減額（△は増加） 567,672

たな卸資産の増減額（△は増加） △570,153

仕入債務の増減額（△は減少） △78,748

その他の資産の増減額（△は増加） △15,574

その他の負債の増減額（△は減少） 18,755

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,336

小計 801,631

利息及び配当金の受取額 993

利息の支払額 △31,860

法人税等の支払額 △370,235

営業活動によるキャッシュ・フロー 400,528

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 △529,168

無形固定資産の取得による支出 △29,184

有形固定資産の売却による収入 7,013

投資有価証券の取得による支出 △2,404

投資活動によるキャッシュ・フロー △553,744

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △148,010

リース債務の返済による支出 △60,690

自己株式の取得による支出 △8,237

配当金の支払額 △203,286

少数株主への配当金の支払額 △720

財務活動によるキャッシュ・フロー △320,944

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △474,159

現金及び現金同等物の期首残高 2,361,372

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,887,213
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