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1.  平成21年9月期第1四半期の業績（平成20年10月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 2,640 3.4 76 47.5 74 42.2 39 ―
20年9月期第1四半期 2,553 2.2 52 △32.4 52 △33.7 △87 ―

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 4.13 ―
20年9月期第1四半期 △9.14 ―

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 10,317 5,959 57.8 625.81
20年9月期 9,830 5,987 60.9 628.65

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  5,959百万円 20年9月期  5,987百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成21年9月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 4,900 3.3 130 52.1 140 73.6 70 ― 7.35
通期 10,300 4.7 360 39.0 400 45.9 200 1,040.0 21.00

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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. その他をご覧ください。]  

(2) 四半期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. その他をご覧ください。]  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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  9,524,070株 20年9月期  9,524,070株
② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  440株 20年9月期  440株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第1四半期  9,523,630株 20年9月期第1四半期  9,523,630株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１.本資料に記載されている業績の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、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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、3ページ【定性的情 
 報・ 財務諸表等】３.業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
２.当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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当第１四半期会計期間における経済情勢は、米国でサブプライムローン問題に端を発したリーマンブラ
ザーズの破綻に象徴されるような世界的な金融危機が深刻化し、金融不安が世界的に進む中で、先進諸国
の景気後退が顕在化してまいりました。その影響は、好調さを維持していた新興国経済にも飛び火し、景
気の減速感が出てきており、先行きに対する不透明感が広がってまいりました。  
 我が国の経済におきましても、世界的に景気後退が進む中で日本株式市場の大幅下落、急激な円高によ
る輸出企業の企業収益が悪化し、設備投資の調整や個人消費が冷え込んでおります。更には、株式市場の
低迷が企業業績に悪影響を及ぼしており、当社を取り巻く経営環境も非常に厳しい状況が続いておりま
す。  
 このような状況のもと、当社といたしましては、顧客ニーズに応えるため「安全・安心」をテーマに、
より良い製品作りを目指し、生産の効率化や技術力、開発力をもとに、前期に新製品「ペプラカップ」を
上市いたしました。また、製品価格の見直し、原価低減などを行い、収益確保に努力いたしました。 
 その結果、第１四半期までの売上高は2,640百万円（前年同期比3.4％増）、営業利益は76百万円（前年
同期比47.5％増）、経常利益は74百万円（前年同期比42.2％増）、四半期純利益39百万円となりました。 

（資産・負債及び純資産の状況） 

① 流動資産 
当第１四半期会計期間における流動資産の残高は5,111百万円（前事業年度は4,728百万円）となり
383百万円増加いたしました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加によるものであります。 
② 固定資産 

当第１四半期会計期間における固定資産の残高は5,205百万円（前事業年度は5,101百万円）となり

104百万円増加いたしました。主な要因は、投資有価証券の増加によるものであります。 

③ 流動負債 
当第１四半期会計期間における流動負債の残高は4,011百万円（前事業年度は3,501百万円）となり
509百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加によるものであります。 

④ 固定負債 

当第１四半期会計期間における固定負債の残高は346百万円（前事業年度は341百万円）となり5百万
円増加いたしました。主な要因は、役員退職慰労引当金の増加によるものであります。 
⑤ 純資産 
 当第１四半期会計期間における純資産の残高は5,959百万円（前事業年度は5,987百万円）となり27百
万円減少いたしました。主な要因は、剰余金の配当によるものであります。 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物の残高は1,378百万円となり、前事業年度末に比
べ85百万円の減少となりました。  
各項目におけるキャッシュ・フローの状況は、以下のとおりであります。  
① 営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第１四半期会計期間における営業活動による資金の増加は100百万円となりました。主な要因
は、仕入債務の増加による資金の増加591百万円によるものであります。 

② 投資活動によるキャッシュ・フロー 
当第１四半期会計期間における投資活動による資金の減少は133百万円となりました。主な要因
は、有形固定資産の取得による支出102百万円によるものであります。 

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー 
当第１四半期会計期間における財務活動による資金の減少は47百万円となりました。主な要因は、
配当金の支払い47百万円によるものであります。 

【定性的情報・財務諸表等】

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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平成21年９月期の業績予想については、平成20年11月12日付「平成20年９月期決算短信」を発表しまし
た業績予想に変更はございません。  
 なお業績予想は、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、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。  

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略して前事業年度末における実

地棚卸高を基礎とした合理的な方法により算定しております。  

定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方
法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法によっております。 

① 当事業年度より「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

財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

3. 業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

① 棚卸資産の評価方法

② 固定資産の減価償却費の算定方法

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(2) 四半期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

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９

号）を当第１四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）に変更しております。  

 これにより、「当第１四半期累計期間」に係る営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益は

7,213千円減少しております。
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,473,950 1,634,227

受取手形及び売掛金 2,717,460 2,302,718

商品及び製品 495,826 362,152

仕掛品 27,170 30,137

原材料及び貯蔵品 326,693 277,069

その他 71,050 122,119

貸倒引当金 △160 －

流動資産合計 5,111,991 4,728,423

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,263,910 1,283,385

機械装置及び運搬具（純額） 1,147,834 1,179,011

土地 967,899 966,719

その他（純額） 471,561 400,478

有形固定資産合計 3,851,206 3,829,595

無形固定資産 55,971 53,343

投資その他の資産   

投資有価証券 814,667 748,418

その他 549,572 535,157

貸倒引当金 △34,110 △33,330

投資損失引当金 △31,600 △31,600

投資その他の資産合計 1,298,530 1,218,646

固定資産合計 5,205,708 5,101,585

資産合計 10,317,700 9,830,009

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,631,572 2,040,136

短期借入金 800,000 800,000

未払法人税等 4,649 79,300

役員賞与引当金 － 20,600

賞与引当金 48,953 124,700

その他 526,320 437,042

流動負債合計 4,011,494 3,501,778

固定負債   

退職給付引当金 141,938 139,684

役員退職慰労引当金 204,310 201,490

固定負債合計 346,248 341,174

負債合計 4,357,742 3,842,952
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,293,733 1,293,733

資本剰余金 1,322,776 1,322,776

利益剰余金 3,356,356 3,364,639

自己株式 △144 △144

株主資本合計 5,972,721 5,981,004

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,764 6,051

評価・換算差額等合計 △12,764 6,051

純資産合計 5,959,957 5,987,056

負債純資産合計 10,317,700 9,830,009
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年10月１日 

 至 平成20年12月31日) 

売上高 2,640,337

売上原価 2,155,657

売上総利益 484,679

販売費及び一般管理費  

給料及び手当 49,301

賞与引当金繰入額 11,150

退職給付費用 1,611

役員退職慰労引当金繰入額 3,210

運賃 200,338

その他 142,338

販売費及び一般管理費合計 407,951

営業利益 76,728

営業外収益  

受取利息 259

受取配当金 663

受取手数料 3,485

その他 2,264

営業外収益合計 6,672

営業外費用  

支払利息 1,769

為替差損 6,923

営業外費用合計 8,692

経常利益 74,708

特別損失  

固定資産処分損 35

投資有価証券評価損 1,680

会員権評価損 1,279

特別損失合計 2,995

税引前四半期純利益 71,713

法人税、住民税及び事業税 1,952

法人税等調整額 30,425

法人税等合計 32,378

四半期純利益 39,335
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 71,713

減価償却費 113,724

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △20,600

賞与引当金の増減額（△は減少） △75,747

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,253

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,820

貸倒引当金の増減額（△は減少） 940

受取利息及び受取配当金 △922

投資有価証券評価損益（△は益） 1,680

会員権評価損 1,279

支払利息 1,769

固定資産処分損益（△は益） 35

売上債権の増減額（△は増加） △414,741

たな卸資産の増減額（△は増加） △180,331

仕入債務の増減額（△は減少） 591,435

その他 79,253

小計 174,563

利息及び配当金の受取額 984

利息の支払額 △1,269

法人税等の支払額 △73,442

営業活動によるキャッシュ・フロー 100,835

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 △45,081

定期預金の払戻による収入 120,000

投資有価証券の取得による支出 △100,000

有形固定資産の取得による支出 △102,428

無形固定資産の取得による支出 △5,870

その他 △532

投資活動によるキャッシュ・フロー △133,912

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △47,714

財務活動によるキャッシュ・フロー △47,714

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,567

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △85,359

現金及び現金同等物の期首残高 1,463,510

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,378,150
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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「参考」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）前四半期損益計算書

（単位：千円）

区分
 前第１四半期累計期間  
 （自 平成19年10月１日

  至 平成19年12月31日）

Ⅰ 売上高 2,553,977

Ⅱ 売上原価 2,086,472

   売上総利益 467,504

Ⅲ 販売費及び一般管理費 415,496

   営業利益 52,007

Ⅳ 営業外収益 2,461

Ⅴ 営業外費用 1,917

   経常利益 52,552

Ⅵ 特別利益 16,161

Ⅶ 特別損失 212,601

   税引前四半期純損失（△） △143,887

      税金費用 △ 56,803

   四半期純損失（△） △87,083
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前第１四半期累計期間（平成19年10月１日から平成19年12月31日） 

（要約）前四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年９月期第１四半期）

区分 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

   税引前四半期純損失 △143,887

   減価償却費 71,469

   役員賞与引当金の増減額 △15,160

   賞与引当金の増減額 △73,234

   退職給付引当金の増減額 △14,308

   役員退職慰労引当金の増減額 191,450

   貸倒引当金の増減額 10

   受取利息及び受取配当金 △1,041

   支払利息等 1,392

   固定資産処分損益 111

   売上債権の増減額 △25,470

   たな卸資産の増減額 △149,681

   仕入債務の増減額 458,109

   その他 1,399

小計 301,158

   利息及び配当金の受取額 1,021

   利息の支払額 △1,273

   法人税等の支払額 △4,214

   営業活動によるキャッシュ・フロー 296,692

Ⅱ 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 △45,061

   定期預金の払戻による収入 120,000

   その他投資の取得による支出 △10,006

   有形固定資産の取得による支出 △225,627

   有形固定資産の売却による収入 304

   無形固定資産の取得による支出 △6,900

   その他 △1,149

  投資活動によるキャッシュ・フロー △168,439

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   配当金の支払額 △47,529

   財務活動によるキャッシュ・フロー △47,529

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △31

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 80,690

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,491,156

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,571,847
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