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1.  平成21年12月期第1四半期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 2,667 ― △116 ― △279 ― △242 ―

20年12月期第1四半期 5,575 13.2 914 △1.3 888 △5.0 531 △9.0

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12月期第1四半期 △9.47 ―

20年12月期第1四半期 20.81 ―

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12月期第1四半期 21,087 16,539 78.4 647.30
20年12月期 21,449 16,768 78.2 656.20

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  16,539百万円 20年12月期  16,768百万円

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12月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成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）

（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

6,300 ― 170 ― 0 ― 0 ― 0.00

通期 14,000 △28.7 700 △11.9 500 △16.2 450 0.2 17.61
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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 

・上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としており、実際の業績
とは異なる結果となる可能性があります。 
・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。 

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12月期第1四半期 25,675,675株 20年12月期  25,675,675株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  124,071株 20年12月期  122,471株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年12月期第1四半期 25,552,754株 20年12月期第1四半期 25,555,434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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,523,211 1,018,848

受取手形及び売掛金 2,777,424 4,532,513

商品 95,231 105,147

製品 1,739,501 1,862,038

仕掛品 296,141 281,746

原材料及び貯蔵品 640,063 718,750

その他 2,297,054 2,192,815

貸倒引当金 △962 △1,302

流動資産合計 10,367,667 10,710,559

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,353,643 2,217,788

機械装置及び運搬具（純額） 4,900,863 5,011,542

土地 1,261,787 1,261,628

建設仮勘定 951,264 1,008,788

その他（純額） 231,255 203,425

有形固定資産合計 9,698,815 9,703,173

無形固定資産   

その他 184,791 165,926

無形固定資産合計 184,791 165,926

投資その他の資産   

繰延税金資産 696,338 724,838

その他 139,991 145,040

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 836,328 869,877

固定資産合計 10,719,935 10,738,977

資産合計 21,087,602 21,449,536
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年３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12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 582,740 804,856

短期借入金 1,200,000 800,000

未払金 948,356 1,258,755

未払法人税等 7,467 －

賞与引当金 202,000 113,000

役員賞与引当金 1,439 12,000

その他 476,337 531,636

流動負債合計 3,418,341 3,520,248

固定負債   

退職給付引当金 979,343 1,014,063

役員退職慰労引当金 50,458 51,671

その他 99,838 95,452

固定負債合計 1,129,640 1,161,186

負債合計 4,547,981 4,681,435

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,599,819 3,599,819

資本剰余金 3,931,607 3,931,607

利益剰余金 9,592,673 9,967,144

自己株式 △85,648 △85,145

株主資本合計 17,038,452 17,413,426

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,317 1,504

為替換算調整勘定 △496,514 △646,828

評価・換算差額等合計 △498,832 △645,324

純資産合計 16,539,620 16,768,101

負債純資産合計 21,087,602 21,449,536
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（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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 2,667,033

売上原価 2,475,379

売上総利益 191,654

販売費及び一般管理費 307,948

営業損失（△） △116,293

営業外収益  

受取利息 1,362

受取配当金 5

為替差益 7,164

受取技術料 6,250

その他 994

営業外収益合計 15,776

営業外費用  

支払利息 2,249

休止固定資産減価償却費 176,997

営業外費用合計 179,247

経常損失（△） △279,764

特別利益  

固定資産売却益 130

貸倒引当金戻入額 340

特別利益合計 470

特別損失  

固定資産除却損 7,895

特別損失合計 7,895

税金等調整前四半期純損失（△） △287,190

法人税、住民税及び事業税 9,469

法人税等調整額 △54,563

法人税等合計 △45,093

四半期純損失（△） △242,096
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（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21年１月１日 
 至 平成21年３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損失（△） △287,190

減価償却費 573,626

貸倒引当金の増減額（△は減少） △340

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,344

賞与引当金の増減額（△は減少） 89,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,560

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,213

受取利息及び受取配当金 △1,367

支払利息 2,249

売上債権の増減額（△は増加） 1,775,325

たな卸資産の増減額（△は増加） 207,922

仕入債務の増減額（△は減少） △320,166

その他 △59,682

小計 1,982,948

利息及び配当金の受取額 1,367

利息の支払額 △1,949

法人税等の支払額 △520

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,981,845

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 △750,138

無形固定資産の取得による支出 △9,490

その他 △1,804

投資活動によるキャッシュ・フロー △761,433

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 400,000

配当金の支払額 △153,319

その他 △503

財務活動によるキャッシュ・フロー 246,177

現金及び現金同等物に係る換算差額 37,594

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,504,184

現金及び現金同等物の期首残高 2,718,545

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,222,729
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