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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3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 ％

21年3月期 19,272 △8.7 2,829 △19.7 2,805 △21.6 1,468 △27.4

20年3月期 21,108 8.0 3,522 21.7 3,578 19.8 2,023 18.1

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 82.71 ― 8.2 12.0 14.7
20年3月期 125.04 ― 11.7 15.0 16.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  0百万円

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 21,977 17,864 81.2 1,019.99
20年3月期 24,867 17,997 72.2 1,109.13

（参考） 自己資本  21年3月期  17,841百万円 20年3月期  17,949百万円

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 2,453 57 △960 8,051
20年3月期 1,322 △1,723 △439 6,694

2.  配当の状況 

（注1）20年３月期の期末及び年間の配当金には、記念配当５円を含む。 
（注2）平成20年４月１日付をもって、普通株式１株につき1.1株の割合で株式分割をしております。 

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 ％ ％

20年3月期 ― 15.00 ― 20.00 35.00 566 28.0 3.3
21年3月期 ― 18.00 ― 10.00 28.00 495 33.9 2.6

22年3月期 
（予想）

― 10.00 ― 14.00 24.00 29.0

3.  22年3月期の連結業績予想（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

9,900 △25.2 1,442 △46.9 1,470 △46.6 880 △36.4 50.31

通期 17,250 △10.5 2,415 △14.6 2,427 △13.5 1,446 △1.5 82.67



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) 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、12ページ「会計処理基準に関する事項及び表示方法の変更」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）の算定の基礎となる株式数については、17ページ 「1株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 17,819,033株 20年3月期 16,199,121株

② 期末自己株式数 21年3月期 327,220株 20年3月期 15,775株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3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 ％

21年3月期 17,785 △7.0 2,770 △13.2 2,834 △14.5 1,453 △25.8

20年3月期 19,120 8.2 3,192 26.0 3,315 24.4 1,959 26.4

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

21年3月期 81.91 ―

20年3月期 121.08 ―

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 21,319 17,546 82.3 1,003.15
20年3月期 23,642 17,186 72.7 1,061.96

（参考） 自己資本 21年3月期  17,546百万円 20年3月期  17,186百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

（1）上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果と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  
ください。 
（2)平成20年４月1日付で、普通株式１株を1.1株に分割する株式分割を実施しております。 

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

9,200 △26.9 1,440 △45.8 1,468 △45.8 879 △35.2 50.25

通期 15,800 △11.1 2,307 △16.7 2,370 △16.3 1,421 △2.2 81.23









４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,097,543 7,482,165

受取手形及び売掛金 6,934,833 4,325,606

有価証券 3,497,125 1,132,200

たな卸資産 4,064,345 －

商品及び製品 － 551,308

仕掛品 － 2,556,194

原材料及び貯蔵品 － 1,187,916

繰延税金資産 408,954 365,585

その他 120,888 137,124

貸倒引当金 △15,398 △9,475

流動資産合計 20,108,292 17,728,625

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,304,400 1,181,998

機械装置及び運搬具 59,683 44,646

土地 2,012,390 2,002,911

その他 226,537 208,535

有形固定資産合計 3,603,012 3,438,091

無形固定資産 233,804 171,789

投資その他の資産   

投資有価証券 413,895 237,282

その他 508,960 409,350

貸倒引当金 △314 △7,640

投資その他の資産合計 922,541 638,993

固定資産合計 4,759,359 4,248,874

資産合計 24,867,651 21,977,500



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,072,486 2,828,673

未払金 926,627 231,546

未払法人税等 899,167 208,446

賞与引当金 226,000 246,000

役員賞与引当金 42,000 13,100

製品保証引当金 123,000 132,314

繰延税金負債 400 340

その他 238,975 291,675

流動負債合計 6,528,658 3,952,096

固定負債   

繰延税金負債 134,255 221

役員退職慰労引当金 100,132 87,685

その他 106,914 73,392

固定負債合計 341,301 161,299

負債合計 6,869,960 4,113,395

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,985,666 1,985,666

資本剰余金 2,023,903 2,023,903

利益剰余金 13,732,715 14,556,891

自己株式 △33,996 △345,298

株主資本合計 17,708,289 18,221,162

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 141,196 3,446

為替換算調整勘定 99,941 △383,163

評価・換算差額等合計 241,138 △379,716

少数株主持分 48,263 22,657

純資産合計 17,997,691 17,864,104

負債純資産合計 24,867,651 21,977,500



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 21,108,632 19,272,301

売上原価 13,040,276 11,950,309

売上総利益 8,068,355 7,321,991

販売費及び一般管理費 4,545,819 4,492,780

営業利益 3,522,535 2,829,211

営業外収益   

受取利息及び配当金 62,352 76,556

持分法による投資利益 498 －

その他 42,016 39,308

営業外収益合計 104,867 115,865

営業外費用   

支払利息 93 60

貸倒引当金繰入額 2,371 －

為替差損 39,083 136,888

その他 7,410 2,869

営業外費用合計 48,958 139,818

経常利益 3,578,444 2,805,258

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,154 －

投資有価証券売却益 － 10,137

固定資産売却益 2,955 －

特別利益合計 4,110 10,137

特別損失   

固定資産除売却損 13,778 6,859

有価証券売却損 － 453,560

投資有価証券評価損 － 1,293

その他 74,636 －

特別損失合計 88,414 461,712

税金等調整前当期純利益 3,494,139 2,353,683

法人税、住民税及び事業税 1,557,070 960,185

法人税等調整額 △95,593 △67,035

法人税等合計 1,461,477 893,150

少数株主利益 8,969 △7,657

当期純利益 2,023,693 1,468,190



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 1,985,666 1,985,666

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,985,666 1,985,666

資本剰余金   

前期末残高 2,023,903 2,023,903

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,023,903 2,023,903

利益剰余金   

前期末残高 12,145,992 13,732,715

当期変動額   

剰余金の配当 △436,970 △644,015

当期純利益 2,023,693 1,468,190

当期変動額合計 1,586,722 824,175

当期末残高 13,732,715 14,556,891

自己株式   

前期末残高 △31,383 △33,996

当期変動額   

自己株式の取得 △2,612 △311,302

当期変動額合計 △2,612 △311,302

当期末残高 △33,996 △345,298

株主資本合計   

前期末残高 16,124,179 17,708,289

当期変動額   

剰余金の配当 △436,970 △644,015

当期純利益 2,023,693 1,468,190

自己株式の取得 △2,612 △311,302

当期変動額合計 1,584,110 512,873

当期末残高 17,708,289 18,221,162



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 232,208 141,196

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △91,011 △137,749

当期変動額合計 △91,011 △137,749

当期末残高 141,196 3,446

為替換算調整勘定   

前期末残高 166,083 99,941

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △66,142 △483,104

当期変動額合計 △66,142 △483,104

当期末残高 99,941 △383,163

評価・換算差額等合計   

前期末残高 398,292 241,138

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △157,154 △620,854

当期変動額合計 △157,154 △620,854

当期末残高 241,138 △379,716

少数株主持分   

前期末残高 35,197 48,263

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 13,066 △25,606

当期変動額合計 13,066 △25,606

当期末残高 48,263 22,657

純資産合計   

前期末残高 16,557,668 17,997,691

当期変動額   

剰余金の配当 △436,970 △644,015

当期純利益 2,023,693 1,468,190

自己株式の取得 △2,612 △311,302

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △144,087 △646,460

当期変動額合計 1,440,022 △133,586

当期末残高 17,997,691 17,864,104



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(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   

税金等調整前当期純利益 3,494,139 2,353,683

減価償却費 323,753 323,070

のれん償却額 8,043 8,043

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,255 3,429

賞与引当金の増減額（△は減少） 35,000 20,000

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 7,000 △28,900

受取利息及び受取配当金 △62,352 △76,556

支払利息 93 60

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） － 443,422

有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） － 1,293

売上債権の増減額（△は増加） △762,561 2,419,105

たな卸資産の増減額（△は増加） △355,354 △405,061

仕入債務の増減額（△は減少） △97,065 △997,768

その他の流動負債の増減額（△は減少） △19,728 △57,032

その他 150,611 26,239

小計 2,720,322 4,033,029

利息及び配当金の受取額 61,189 76,727

利息の支払額 △388 △179

保険金の受取額 － 14,357

法人税等の支払額 △1,458,192 △1,670,465

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,322,932 2,453,468

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 － △382,272

有価証券の純増減額（△は増加） △1,400,000 646,440

投資有価証券の取得による支出 △1,606 △1,744

投資有価証券の売却による収入 － 20,873

有形固定資産の取得による支出 △316,246 △188,277

有形固定資産の売却による収入 4,355 －

無形固定資産の取得による支出 △10,774 △37,285

長期貸付金の回収による収入 706 245

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,723,566 57,978

財務活動によるキャッシュ・フロー   

少数株主からの払込みによる収入 1,117 －

少数株主への払戻による支出 － △2,821

自己株式の取得による支出 △2,612 △311,302

配当金の支払額 △436,970 △646,238

少数株主への配当金の支払額 △1,321 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △439,787 △960,362

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,945 △194,050

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △864,366 1,357,034

現金及び現金同等物の期首残高 7,559,035 6,694,669

現金及び現金同等物の期末残高 6,694,669 8,051,703

















５．個別財務諸表 
（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 4,223,487 6,340,386

受取手形 1,856,536 1,194,685

売掛金 4,926,849 3,439,112

有価証券 3,497,125 1,132,200

製品 524,861 －

商品及び製品 － 282,044

原材料 1,034,051 －

仕掛品 2,109,801 2,529,635

貯蔵品 1,473 －

原材料及び貯蔵品 － 1,103,766

前払費用 39,860 40,233

繰延税金資産 261,086 250,895

その他 27,740 3,684

貸倒引当金 △6,500 △13,140

流動資産合計 18,496,375 16,303,503

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,158,799 1,067,667

構築物 28,415 24,302

機械及び装置 30,006 22,973

車両運搬具 1,685 1,061

工具、器具及び備品 102,570 131,223

土地 1,965,588 1,965,588

建設仮勘定 7,031 6,278

有形固定資産合計 3,294,097 3,219,096

無形固定資産   

電話加入権 11,430 11,430

商標権 1,200 1,000

ソフトウエア 205,088 140,418

無形固定資産合計 217,718 152,848



（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) 

投資その他の資産   

投資有価証券 398,614 237,282

関係会社株式 874,652 802,827

出資金 170 170

関係会社出資金 － 187,132

株主、役員又は従業員に対する長期貸付金 1,066 821

関係会社長期貸付金 22,599 20,041

破産更生債権等 314 7,640

長期前払費用 144 96

差入保証金 30,289 30,408

繰延税金資産 80,161 183,843

その他 227,101 217,932

貸倒引当金 △314 △27,681

投資損失引当金 － △16,145

投資その他の資産合計 1,634,798 1,644,369

固定資産合計 5,146,614 5,016,314

資産合計 23,642,989 21,319,818

負債の部   

流動負債   

支払手形 503,047 382,605

買掛金 3,509,377 2,356,557

未払金 911,928 227,329

未払費用 60,573 59,925

未払法人税等 881,500 196,500

未払消費税等 29,231 65,137

前受金 30,374 16,632

預り金 19,740 11,210

賞与引当金 226,000 246,000

役員賞与引当金 42,000 13,100

製品保証引当金 123,000 108,700

設備関係支払手形 19,457 829

その他 63 －

流動負債合計 6,356,294 3,684,527

固定負債   

役員退職慰労引当金 100,132 87,685

長期預り保証金 540 700

固定負債合計 100,672 88,385

負債合計 6,456,967 3,772,912



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,985,666 1,985,666

資本剰余金   

資本準備金 2,023,903 2,023,903

資本剰余金合計 2,023,903 2,023,903

利益剰余金   

利益準備金 286,314 286,314

その他利益剰余金   

配当平均積立金 1,000,000 1,000,000

別途積立金 8,700,000 8,700,000

繰越利益剰余金 3,082,937 3,892,872

利益剰余金合計 13,069,252 13,879,187

自己株式 △33,996 △345,298

株主資本合計 17,044,826 17,543,458

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 141,196 3,446

評価・換算差額等合計 141,196 3,446

純資産合計 17,186,022 17,546,905

負債純資産合計 23,642,989 21,319,818



（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 19,120,275 17,785,815

売上原価   

売上原価 12,141,482 11,314,279

売上総利益 6,978,793 6,471,535

販売費及び一般管理費 3,786,247 3,700,928

営業利益 3,192,545 2,770,607

営業外収益   

受取利息 19,691 24,511

有価証券利息 21,673 32,508

受取配当金 81,645 7,467

仕入割引 22,779 18,690

その他 21,855 23,276

営業外収益合計 167,644 106,455

営業外費用   

売上割引 1,196 1,001

為替差損 38,798 41,196

その他 4,800 162

営業外費用合計 44,795 42,359

経常利益 3,315,394 2,834,702

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,154 －

投資有価証券売却益 － 18,890

特別利益合計 1,154 18,890

特別損失   

固定資産除売却損 4,623 2,506

有価証券売却損 － 453,560

投資有価証券評価損 394 1,293

投資損失引当金繰入額 － 16,145

貸倒引当金繰入額 － 29,181

特別損失合計 5,017 502,686

税引前当期純利益 3,311,531 2,350,907

法人税、住民税及び事業税 1,410,980 898,616

法人税等調整額 △59,000 △1,659

法人税等合計 1,351,979 896,957

当期純利益 1,959,551 1,453,949



（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 1,985,666 1,985,666

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,985,666 1,985,666

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 2,023,903 2,023,903

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,023,903 2,023,903

資本剰余金合計   

前期末残高 2,023,903 2,023,903

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 2,023,903 2,023,903

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 286,314 286,314

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 286,314 286,314

その他利益剰余金   

特別償却準備金   

前期末残高 1,154 －

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 △1,154 －

当期変動額合計 △1,154 －

当期末残高 － －

配当平均積立金   

前期末残高 1,000,000 1,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,000,000 1,000,000

別途積立金   

前期末残高 8,700,000 8,700,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,700,000 8,700,000



（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) 

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,559,201 3,082,937

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 1,154 －

剰余金の配当 △436,970 △644,015

当期純利益 1,959,551 1,453,949

当期変動額合計 1,523,735 809,934

当期末残高 3,082,937 3,892,872

利益剰余金合計   

前期末残高 11,546,671 13,069,252

当期変動額   

特別償却準備金の取崩 － －

剰余金の配当 △436,970 △644,015

当期純利益 1,959,551 1,453,949

当期変動額合計 1,522,581 809,934

当期末残高 13,069,252 13,879,187

自己株式   

前期末残高 △31,383 △33,996

当期変動額   

自己株式の取得 △2,612 △311,302

当期変動額合計 △2,612 △311,302

当期末残高 △33,996 △345,298

株主資本合計   

前期末残高 15,524,857 17,044,826

当期変動額   

剰余金の配当 △436,970 △644,015

当期純利益 1,959,551 1,453,949

自己株式の取得 △2,612 △311,302

当期変動額合計 1,519,968 498,632

当期末残高 17,044,826 17,543,458



（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) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 232,208 141,196

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △91,011 △137,749

当期変動額合計 △91,011 △137,749

当期末残高 141,196 3,446

評価・換算差額等合計   

前期末残高 232,208 141,196

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △91,011 △137,749

当期変動額合計 △91,011 △137,749

当期末残高 141,196 3,446

純資産合計   

前期末残高 15,757,066 17,186,022

当期変動額   

剰余金の配当 △436,970 △644,015

当期純利益 1,959,551 1,453,949

自己株式の取得 △2,612 △311,302

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △91,011 △137,749

当期変動額合計 1,428,956 360,882

当期末残高 17,186,022 17,546,905
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