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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 19,164 ― 610 ― 907 ― 258 ―

20年3月期第3四半期 19,031 △0.9 168 △64.7 411 △47.9 △414 ―

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 13.39 ―

20年3月期第3四半期 △21.48 ―

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 35,051 29,062 82.9 1,511.04
20年3月期 36,278 29,578 80.6 1,516.55

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  29,062百万円 20年3月期  29,251百万円

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 ― 7.50 ― 7.50 15.00
21年3月期 ― 7.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.50 15.00

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 24,010 △2.7 460 170.5 890 75.8 375 ― 19.46

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）  有  

(注)詳細は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。  

(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、４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．平成20年11月13日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について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、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。 
３．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 1 社 （社名 ロック商事株式会社 ）

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  22,000,000株 20年3月期  22,000,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,766,462株 20年3月期  2,711,730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  19,270,481株 20年3月期第3四半期  19,293,703株
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 5,458 6,237

受取手形及び売掛金 5,780 5,118

商品 218 276

製品 2,303 2,366

原材料 1,943 2,029

仕掛品 837 812

繰延税金資産 121 131

その他 622 581

貸倒引当金 △14 △11

流動資産合計 17,272 17,542

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,572 15,408

減価償却累計額 △10,275 △10,019

建物及び構築物（純額） 5,296 5,388

機械装置及び運搬具 13,422 13,442

減価償却累計額 △11,997 △11,811

機械装置及び運搬具（純額） 1,424 1,630

土地 7,563 7,596

建設仮勘定 － 21

その他 1,941 1,996

減価償却累計額 △1,643 △1,680

その他（純額） 297 316

有形固定資産合計 14,581 14,953

無形固定資産   

ソフトウエア 21 31

その他 82 86

無形固定資産合計 104 117

投資その他の資産   

投資有価証券 1,907 2,226

長期貸付金 213 211

繰延税金資産 427 339

その他 574 917

貸倒引当金 △29 △29

投資その他の資産合計 3,092 3,665

固定資産合計 17,778 18,735

資産合計 35,051 36,278



（単位：百万円）

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   

買掛金 3,132 3,778

未払法人税等 329 19

賞与引当金 107 234

その他 792 954

流動負債合計 4,361 4,986

固定負債   

退職給付引当金 1,435 1,527

役員退職慰労引当金 106 107

その他 85 78

固定負債合計 1,627 1,713

負債合計 5,988 6,700

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,100 1,100

資本剰余金 530 530

利益剰余金 29,334 29,361

自己株式 △2,159 △2,137

株主資本合計 28,805 28,854

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 257 397

評価・換算差額等合計 257 397

少数株主持分 － 326

純資産合計 29,062 29,578

負債純資産合計 35,051 36,278



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 19,164

売上原価 15,630

売上総利益 3,534

販売費及び一般管理費 2,923

営業利益 610

営業外収益  

受取利息 12

受取配当金 51

受取賃貸料 135

業務受託手数料 80

持分法による投資利益 9

その他 49

営業外収益合計 338

営業外費用  

売上割引 20

雑支出 12

その他 9

営業外費用合計 41

経常利益 907

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額 4

特別利益合計 4

特別損失  

投資有価証券売却損 75

投資有価証券評価損 81

減損損失 117

その他 21

特別損失合計 295

税金等調整前四半期純利益 616

法人税等 329

少数株主利益 28

四半期純利益 258



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 616

減価償却費 692

減損損失 117

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0

退職給付引当金の増減額（△は減少） △60

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4

賞与引当金の増減額（△は減少） △121

受取利息及び受取配当金 △63

持分法による投資損益（△は益） △9

その他の流動資産の増減額（△は増加） △113

投資有価証券売却損益（△は益） 75

投資有価証券評価損益（△は益） 81

有形固定資産売却損益（△は益） 0

有形固定資産除却損 10

ゴルフ会員権評価損 9

売上債権の増減額（△は増加） △1,347

たな卸資産の増減額（△は増加） 84

仕入債務の増減額（△は減少） 121

未払消費税等の増減額（△は減少） △10

その他の流動負債の増減額（△は減少） △0

その他 168

小計 253

利息及び配当金の受取額 73

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 46

営業活動によるキャッシュ・フロー 374

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 △20

定期預金の払戻による収入 20

有形固定資産の取得による支出 △489

有形固定資産の売却による収入 0

貸付けによる支出 △162

貸付金の回収による収入 157

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

△446

その他の支出 △4

その他の収入 154

投資活動によるキャッシュ・フロー △791

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △72

配当金の支払額 △284

少数株主への配当金の支払額 △3

財務活動によるキャッシュ・フロー △361

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △778

現金及び現金同等物の期首残高 6,157

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,378



� ������	
�������������������������� !"#$�����������

����%&'()��������&'()��*!"+&',-.�/�0/12���������34��

56��������+78,-.�/�0�

9�

� :�;<=>�/?@0�

� �

�A"BC��%DE����FG�

�H"IJKL%MN�O,6PQR>S1TU%FG�

� :�;<=>�/?@0�

9�



�VWKX�9�

D�Y���Z�����[�

�\"�]^"����_`�ab�

9�

cd�

D�e����f��g
�h�i8�j�Ak\l�

999�m�i8�j�� kn�l"�

MN�opq"

r� stu� ��jvwn�

x� styz� ��{v|w}

9st~�`� �nv  n

�� �s�#$������ �nvw{{

9���`� ���|

�� ����`� � j}

9����9� ��

9����M9� �n�

9����X� ��n�

9������ �}}

9�%�� �*{

�� ����'� �{n

9st��� � *

9����
��K_�� � 

9�%�� � �

���`� �*��

 � ¡¢�`� ��*

9�K£z¤¥s¦`� ��*

9�%�� �w

§� ¡¢_�� �}�|

9¨©Kªs¦_� �w

9¨©Kª«¦_� �n{

9¬®¯°±M� �j

9¬®¯°±��M²³N� �}�j

9�%�� �*

´M[µ¶D��·_� ¸n* 

´M�'� �*�

¹ºIJ�`9� �nw

��·_�� ¸*�*



� �»"�]^"����¼½¾¿ÀÁÂÃÄ�ab�

9�

9�
D�e����f��g
�h�i8�j�Ak\l�

999�m�i8�j�� kn�l"�

Å�� MN�opq"

r� ��ÆQ�
�¼½¾¿ÀÁÂÃÄ� �9999

9´M[µ¶D��·_�� ¸n* 

9ÇzÈ¦�� �}nn

9®¯ÉÊ��M%ËÇN�Ç¹Ì¸"� ¸|

9¬®¯°±��M%ËÇN�Ç¹Ì¸" �}nj

9�Í��M%ËÇN� �Ç¹Ì¸"� �w

9ÎÏ��M%ËÇN� �Ç¹Ì¸"� ¸�� 

9����#$����M ¸n}

9����
��K_`� ��`Ì¸"� � 

9�%�ÐQKª%ËÇN �ËÑÌ¸"� ¸�

9�K£z¤¥Òz_� ��

9�K£z¤¥s¦`� ¸�*

9£Ó¨©Kªs¦_� �w

9£Ó¨©Kª«¦_� �n{

9stÔÕ%ËÇN� �ËÑÌ¸"� ¸�ww

91Ö×Kª%ËÇN� �ËÑÌ¸"� ¸*nw

9Ø³Ô�%ËÇN� �Ç¹Ì¸"� � v � 

9ÙÚÛ�´[%ËÇN� �Ç¹Ì¸"� �}*

9�%�ÐQÜÔ%ËÇN �Ç¹Ì¸"� ¸   

9�%�� �� 

Ý�� � v{n�

9��#$��M%��N �n|

9��´[%ÞÚN� ¸n�

��ÆQ�
�¼½¾¿ÀÁÂÃÄ� � v{* 



9�

9�
D�e����f��g
�h�i8�j�Ak\l�

999�m�i8�j�� kn�l"�

Å�� MN�opq"

x� �KÆQ�
�¼½¾¿ÀÁÂÃÄ� �9999

9©�ßM%Úà�
��³� ¸w

9£Ó¨©Kª%�á�
�Þà� ¸}w

9£Ó¨©Kª%s¦�
��³� �w

9�K£z¤¥%�á�
�Þà� ¸ �

9�K£z¤¥%s¦�
��³� � {

9�Ê�
�Þà� ¸��}

9�ÊM%â��
��³ �� 

9�%�%�K�
�Þà ¸*

9�%�%�K�
��³ �n 

�KÆQ�
�¼½¾¿ÀÁÂÃÄ� ¸j}

�� ��ÆQ�
�¼½¾¿ÀÁÂÃÄ� �9999

9hãIä%�á�
�Þà� ¸�

9��M%ÞÚN� ¸nn 

9¹ºIJå%��M%ÞÚN� ¸n

��ÆQ�
�¼½¾¿ÀÁÂÃÄ� ¸nn}

�� æM#$æMY[ç�Z�èaéN9� ê

�� æM#$æMY[ç%ËÇN�Ç¹Ì¸" � v�w}

 � æM#$æMY[ç%�ëìu� � vjnw

§� æM#$æMY[ç%�íìu� �{vwn}




