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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 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 ％

21年3月期 9,166 1.4 507 △32.2 477 △31.7 △164 ―

20年3月期 9,042 2.1 748 △21.5 698 △12.0 269 △41.1

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 ％ ％ ％

21年3月期 △4.84 ― △7.7 5.4 5.5
20年3月期 7.48 7.27 12.9 7.6 8.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3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

21年3月期 8,808 2,051 23.3 54.15
20年3月期 8,930 2,214 24.8 58.94

（参考） 自己資本   21年3月期  2,051百万円 20年3月期  2,214百万円

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

21年3月期 677 △177 △257 873
20年3月期 1,154 △187 △1,003 631

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
純資産配当

率（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 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― 0.0
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― 0.0

22年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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）

 

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

4,600 0.6 290 55.6 270 58.7 120 39.5 3.32

通期 9,300 1.5 600 18.3 550 15.2 250 ― 6.93
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4.  その他 

(1) 重要な会計方針の変更 

(注)詳細は、17ページの「重要な会計方針」をご覧下さい。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注)１株当たり当期純利益の算定上の基礎となる株式数については、31ページの「１株当たり情報」をご覧ください。 
 
優先株式 
 期末発行済株式数                      21年３月期       1,840,000株     20年３月期       1,840,000株 

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 35,341,410株 20年3月期 35,341,410株

② 期末自己株式数 21年3月期  93,333株 20年3月期  77,755株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(将来に関する記述等についてのご注意) 
 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。業績予想の前提となる仮定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「１．経営成績(1)経営成績に関する分析」をご覧下さい。 
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４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 631,543 873,328

受取手形 80,382 64,042

売掛金 1,335,776 1,361,052

商品 35,947 －

製品 323,435 －

商品及び製品 － 319,058

仕掛品 29,684 26,828

原材料 266,839 －

貯蔵品 35,170 －

原材料及び貯蔵品 － 293,759

前払費用 32,137 25,280

繰延税金資産 107,876 60,123

その他 3,804 11,052

貸倒引当金 △3,406 △2,143

流動資産合計 2,879,189 3,032,382

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,918,154 1,840,287

構築物（純額） 137,316 123,189

機械及び装置（純額） 1,574,307 1,321,901

車両運搬具（純額） 16,419 9,194

工具、器具及び備品（純額） 39,390 27,495

土地 1,681,577 1,681,577

リース資産（純額） － 137,270

有形固定資産合計 5,367,164 5,140,916

無形固定資産   

電話加入権 6,746 6,746

無形固定資産合計 6,746 6,746

投資その他の資産   

投資有価証券 256,032 250,795

関係会社株式 53,000 53,500

出資金 10 10

破産更生債権等 3,053 3,049

長期前払費用 12,830 437

繰延税金資産 327,278 297,415

その他 37,090 36,074

貸倒引当金 △11,614 △12,361

投資その他の資産合計 677,679 628,920



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

固定資産合計 6,051,591 5,776,583

資産合計 8,930,781 8,808,966

負債の部   

流動負債   

支払手形 249,316 239,380

買掛金 456,590 433,104

短期借入金 1,130,000 1,130,000

1年内返済予定の長期借入金 472,500 438,750

リース債務 － 76,946

未払金 236,513 298,404

未払費用 190,905 197,258

未払法人税等 20,619 98,807

預り金 3,178 3,622

前受収益 6,000 6,015

賞与引当金 88,000 87,260

設備関係支払手形 63,396 26,598

流動負債合計 2,917,021 3,036,148

固定負債   

長期借入金 3,378,750 3,235,000

リース債務 － 60,860

預り敷金保証金 27,708 27,708

役員退職慰労引当金 169,390 171,690

退職給付引当金 222,913 225,580

長期預り金 － 900

固定負債合計 3,798,762 3,721,740

負債合計 6,715,783 6,757,888

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,859,070 1,859,070

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 379,626 214,741

利益剰余金合計 379,626 214,741

自己株式 △9,985 △11,318

株主資本合計 2,228,711 2,062,493

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △13,713 △11,415

評価・換算差額等合計 △13,713 △11,415

純資産合計 2,214,998 2,051,077

負債純資産合計 8,930,781 8,808,966



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

商品売上高 977,492 982,692

製品売上高 8,064,654 8,183,466

売上高合計 9,042,147 9,166,158

売上原価   

商品期首たな卸高 27,215 35,947

製品期首たな卸高 277,380 323,435

当期商品仕入高 820,389 804,384

当期製品製造原価 5,613,296 6,082,827

合計 6,738,281 7,246,593

他勘定振替高 24,270 208,167

商品期末たな卸高 35,947 33,094

製品期末たな卸高 323,435 285,963

売上原価合計 6,354,628 6,719,367

売上総利益 2,687,519 2,446,791

販売費及び一般管理費   

販売手数料 125,811 120,938

運賃 602,450 644,975

広告宣伝費 11,832 11,933

保管料 181,733 152,398

役員報酬 103,483 107,367

給料及び手当 333,073 332,149

賞与 38,205 39,253

賞与引当金繰入額 19,104 19,293

退職給付費用 6,269 7,201

役員退職慰労金 － 2,730

役員退職慰労引当金繰入額 26,680 22,950

福利厚生費 65,368 65,715

旅費及び交通費 33,701 33,277

通信費 25,244 23,894

租税公課 24,551 21,255

減価償却費 22,181 85,401

賃借料 128,537 65,861

その他 190,811 182,885

販売費及び一般管理費合計 1,939,039 1,939,484

営業利益 748,479 507,306



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 2,918 3,104

賃貸料 75,709 74,585

特定求職者雇用開発助成金 1,944 2,356

事務代行手数料 1,397 1,300

雑収入 7,169 13,335

営業外収益合計 89,139 94,681

営業外費用   

支払利息 89,749 78,605

固定資産除却損 8,820 7,708

賃貸収入原価 39,030 33,563

賃貸資産修繕費 1,119 1,821

雑損失 71 2,716

営業外費用合計 138,791 124,416

経常利益 698,827 477,571

特別利益   

固定資産売却益 16,827 7,263

投資有価証券売却益 － 670

貸倒引当金戻入額 2,421 1,262

受取保険金 7,000 －

特別利益合計 26,248 9,196

特別損失   

固定資産除却損 5,265 1,129

前期損益修正損 － 7,944

固定資産売却損 215 －

投資有価証券評価損 282 12,080

弔慰金 7,000 －

過年度役員退職慰労引当金繰入額 140,926 －

製品自主回収関連損失 － 460,914

特別損失合計 153,689 482,068

税引前当期純利益 571,387 4,699

法人税、住民税及び事業税 12,234 93,513

法人税等調整額 289,541 76,071

法人税等合計 301,775 169,584

当期純利益又は当期純損失（△） 269,612 △164,885



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,859,070 1,859,070

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,859,070 1,859,070

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 110,014 379,626

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 269,612 △164,885

当期変動額合計 269,612 △164,885

当期末残高 379,626 214,741

利益剰余金合計   

前期末残高 110,014 379,626

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 269,612 △164,885

当期変動額合計 269,612 △164,885

当期末残高 379,626 214,741

自己株式   

前期末残高 △7,991 △9,985

当期変動額   

自己株式の取得 △1,994 △1,332

当期変動額合計 △1,994 △1,332

当期末残高 △9,985 △11,318

株主資本合計   

前期末残高 1,961,093 2,228,711

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 269,612 △164,885

自己株式の取得 △1,994 △1,332

当期変動額合計 267,617 △166,217

当期末残高 2,228,711 2,062,493

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 19,584 △13,713

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33,297 2,297

当期変動額合計 △33,297 2,297

当期末残高 △13,713 △11,415



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 1,980,678 2,214,998

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） 269,612 △164,885

自己株式の取得 △1,994 △1,332

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △33,297 2,297

当期変動額合計 234,319 △163,920

当期末残高 2,214,998 2,051,077



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４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   

税引前当期純利益 571,387 4,699

減価償却費 419,040 594,201

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,421 △512

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,000 △740

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 169,390 2,300

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,942 2,667

受取利息及び受取配当金 △2,918 △3,104

支払利息 89,749 78,605

有形固定資産除却損 14,085 8,838

有形固定資産売却益 △16,827 △7,263

有形固定資産売却損 215 －

投資有価証券評価損益（△は益） 282 12,080

投資有価証券売却損益（△は益） － △670

製品自主回収関連損失 － 460,914

売上債権の増減額（△は増加） 129,169 △14,112

たな卸資産の増減額（△は増加） △111,041 △307,976

仕入債務の増減額（△は減少） 10,025 △33,421

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,492 △17,539

その他 △3,022 18,840

小計 1,249,678 797,807

利息及び配当金の受取額 2,918 3,104

利息の支払額 △85,986 △79,123

製品自主回収関連支払額 － △32,527

法人税等の支払額 △12,207 △12,234

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,154,404 677,027

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 △198,462 △182,478

有形固定資産の売却による収入 17,105 7,626

投資有価証券の取得による支出 △3,669 △3,898

関係会社株式の取得による支出 △2,000 △500

投資有価証券の売却による収入 － 1,460

その他 △900 500

投資活動によるキャッシュ・フロー △187,925 △177,290



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △1,000,000 －

長期借入れによる収入 1,000,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △1,001,250 △477,500

リース債務の返済による支出 － △79,119

その他 △1,994 △1,332

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,003,244 △257,951

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △36,766 241,785

現金及び現金同等物の期首残高 668,309 631,543

現金及び現金同等物の期末残高 631,543 873,328
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