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1.  20年12月期の連結業績（平成20年1月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期 32,138 △4.0 7,256 △8.8 7,375 △8.1 5,194 △8.8

19年12月期 33,475 △2.5 7,954 5.5 8,027 6.6 5,698 △2.7

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期

純利益
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年12月期 100.99 ― 17.4 19.7 22.6
19年12月期 110.75 ― 22.7 23.6 23.8

（参考） 持分法投資損益 20年12月期  ―百万円 19年12月期  ―百万円

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

20年12月期 39,197 32,008 81.7 622.43
19年12月期 35,512 27,702 77.7 536.75

（参考） 自己資本   20年12月期  32,008百万円 19年12月期  27,610百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年12月期 9,330 △1,195 △520 15,515
19年12月期 8,549 △1,515 △2,537 7,900

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

19年12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 514 9.0 2.0
20年12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 514 9.9 1.7

21年12月期 
（予想）

― 5.00 ― 5.00 10.00 ――― 14.4 ―――

3.  21年12月期の連結業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31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）

 

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 14,140 △8.1 2,340 △35.9 2,480 △33.2 1,750 △31.2 34.02
通期 29,530 △8.1 4,670 △35.6 4,920 △33.3 3,580 △31.1 69.60

   

－1－



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  

（注）詳細は、６ページ「企業集団の状況」をご覧下さい。  

(2) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年12月期  51,717,215株 19年12月期  51,717,215株

② 期末自己株式数 20年12月期  292,797株 19年12月期  277,636株

（参考）個別業績の概要 

1.  20年12月期の個別業績（平成20年1月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期 24,905 △2.3 2,321 0.8 2,633 △0.5 1,359 △2.2

19年12月期 25,489 △1.7 2,301 16.0 2,646 18.9 1,390 21.6

1株当たり当期純利益 潜在株式調整後1株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

20年12月期 26.44 ―

19年12月期 27.02 ―

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

20年12月期 46,116 38,995 84.6 758.31
19年12月期 46,055 38,431 83.4 747.13

（参考） 自己資本 20年12月期  38,995百万円 19年12月期  38,431百万円

2.  21年12月期の個別業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31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）

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。 
  実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
  なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページの「１．経営成績 （１）経営成績に関する分析」を参照してください。  

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 11,110 △5.0 480 △52.7 600 △49.1 240 △62.3 4.67
通期 23,660 △5.0 1,100 △52.6 1,350 △48.7 510 △62.5 9.92

   

－2－
































































































