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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 45,497 7.6 8,662 22.8 8,620 19.5 4,792 32.4
20年3月期 42,277 5.9 7,056 22.7 7,216 14.4 3,619 △2.0

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 145.15 ― 12.6 15.2 19.0
20年3月期 109.77 109.73 10.1 13.4 16.7

（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 58,432 39,714 68.0 1,202.58
20年3月期 54,728 36,498 66.7 1,106.63

（参考） 自己資本   21年3月期  39,714百万円 20年3月期  36,498百万円

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 9,055 △8,607 △3,086 2,299
20年3月期 7,774 △7,672 △1,560 4,999

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 ％ ％

20年3月期 ― 10.00 ― 40.00 50.00 1,649 45.5 4.6
21年3月期 ― 10.00 ― 42.00 52.00 1,717 35.8 4.3

22年3月期 
（予想）

― 10.00 ― 42.00 52.00 33.0

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

19,200 4.6 450 △53.9 450 △61.0 250 △52.5 7.49

通期 47,000 3.3 8,650 △0.2 8,650 0.2 5,150 8.2 157.38



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、５ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、14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」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、34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 33,359,040株 20年3月期 33,359,040株

② 期末自己株式数 21年3月期  335,046株 20年3月期  377,629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 39,619 7.7 8,477 24.7 8,699 22.2 4,800 29.9
20年3月期 36,780 6.4 6,800 23.7 7,121 14.8 3,667 10.9

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 145.39 ―

20年3月期 111.23 111.20

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 56,465 39,872 70.6 1,207.39
20年3月期 53,155 36,612 68.9 1,110.09

（参考） 自己資本 21年3月期  39,872百万円 20年3月期  36,612百万円

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 

 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、多分に不確定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

15,700 1.7 400 △50.5 500 △58.5 300 △53.3 8.99

通期 40,000 1.0 8,600 1.2 8,750 0.4 5,200 7.9 155.88
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 5,701 2,742

受取手形及び売掛金 2,336 2,522

たな卸資産 3,282 －

商品及び製品 － 686

仕掛品 － 2,385

原材料及び貯蔵品 － 396

繰延税金資産 471 577

その他 55 302

貸倒引当金 △5 △2

流動資産合計 11,841 9,610

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  30,709 ※1  36,518

減価償却累計額 △11,330 △12,289

建物及び構築物（純額） 19,379 24,229

機械装置及び運搬具 10,360 13,148

減価償却累計額 △5,832 △7,185

機械装置及び運搬具（純額） 4,527 5,962

土地 ※1  10,092 ※1  10,653

建設仮勘定 3,292 2,916

その他 1,012 1,177

減価償却累計額 △771 △828

その他（純額） 240 348

有形固定資産合計 37,532 44,111

無形固定資産 142 137

投資その他の資産   

投資有価証券 4,085 3,447

長期貸付金 119 136

繰延税金資産 351 525

その他 703 618

貸倒引当金 △48 △154

投資その他の資産合計 5,211 4,573

固定資産合計 42,886 48,821

資産合計 54,728 58,432



（単位：百万円）

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 3,297 3,693

短期借入金 ※1  9,500 ※1  8,000

未払法人税等 2,652 3,193

賞与引当金 606 734

その他 2,076 3,001

流動負債合計 18,133 18,623

固定負債   

その他 96 94

固定負債合計 96 94

負債合計 18,229 18,718

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,500 5,500

資本剰余金 5,692 5,692

利益剰余金 26,480 29,597

自己株式 △802 △713

株主資本合計 36,870 40,076

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △97 △51

為替換算調整勘定 △274 △310

評価・換算差額等合計 △371 △362

純資産合計 36,498 39,714

負債純資産合計 54,728 58,432



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

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 42,277 45,497

売上原価 27,050 27,678

売上総利益 15,227 17,818

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  8,171 ※1, ※2  9,156

営業利益 7,056 8,662

営業外収益   

受取利息 166 26

受取配当金 53 50

受入助成金 445 141

投資有価証券売却益 46 －

受取地代家賃 109 122

その他 24 16

営業外収益合計 846 358

営業外費用   

支払利息 129 122

投資事業組合運用損 1 51

為替差損 555 187

その他 － 39

営業外費用合計 686 400

経常利益 7,216 8,620

特別利益   

固定資産売却益 ※3  2 ※3  0

受入保険金 23 240

特別利益合計 25 240

特別損失   

固定資産売却損 ※4  10 ※4  3

固定資産除却損 0 ※5  36

投資有価証券評価損 171 631

役員退職慰労金 519 －

たな卸資産評価損 233 －

その他 35 43

特別損失合計 971 715

税金等調整前当期純利益 6,270 8,145

法人税、住民税及び事業税 2,733 3,663

法人税等調整額 △82 △310

法人税等合計 2,650 3,353

当期純利益 3,619 4,792



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 5,500 5,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,500 5,500

資本剰余金   

前期末残高 5,692 5,692

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,692 5,692

利益剰余金   

前期末残高 24,452 26,480

当期変動額   

剰余金の配当 △1,582 △1,649

当期純利益 3,619 4,792

自己株式の処分 △9 △25

当期変動額合計 2,027 3,117

当期末残高 26,480 29,597

自己株式   

前期末残高 △833 △802

当期変動額   

自己株式の取得 △5 △11

自己株式の処分 36 100

当期変動額合計 31 88

当期末残高 △802 △713

株主資本合計   

前期末残高 34,811 36,870

当期変動額   

剰余金の配当 △1,582 △1,649

当期純利益 3,619 4,792

自己株式の取得 △5 △11

自己株式の処分 27 74

当期変動額合計 2,059 3,206

当期末残高 36,870 40,076



（単位：百万円）

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 330 △97

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △427 46

当期変動額合計 △427 46

当期末残高 △97 △51

為替換算調整勘定   

前期末残高 52 △274

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △326 △36

当期変動額合計 △326 △36

当期末残高 △274 △310

評価・換算差額等合計   

前期末残高 382 △371

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △754 9

当期変動額合計 △754 9

当期末残高 △371 △362

純資産合計   

前期末残高 35,193 36,498

当期変動額   

剰余金の配当 △1,582 △1,649

当期純利益 3,619 4,792

自己株式の取得 △5 △11

自己株式の処分 27 74

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △754 9

当期変動額合計 1,304 3,215

当期末残高 36,498 39,714



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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 6,270 8,145

減価償却費 2,379 2,492

貸倒引当金の増減額（△は減少） 24 103

賞与引当金の増減額（△は減少） 21 128

前払年金費用の増減額（△は増加） △15 △46

受取利息及び受取配当金 △220 △77

支払利息 129 122

受入損害補償金 △23 －

受取保険金 － △240

役員退職慰労金 519 －

為替差損益（△は益） 555 131

投資事業組合運用損益（△は益） 1 51

投資有価証券売却損益（△は益） △46 38

投資有価証券評価損益（△は益） 171 631

たな卸資産評価損 233 －

有形固定資産売却損益（△は益） 7 3

有形固定資産除却損 0 36

災害損失 － 35

売上債権の増減額（△は増加） 229 △184

たな卸資産の増減額（△は増加） 150 △185

仕入債務の増減額（△は減少） 201 398

その他の流動資産の増減額（△は増加） 45 △248

その他の流動負債の増減額（△は減少） 21 602

小計 10,658 11,940

利息及び配当金の受取額 220 77

利息の支払額 △129 △122

災害損失の支払額 － △35

法人税等の支払額 △2,570 △3,044

損害補償金の受取 23 19

保険金の受取額 － 221

役員退職慰労金の支払額 △427 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 7,774 9,055



（単位：百万円）

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) 

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 △462 －

定期預金の払戻による収入 － 200

有形固定資産の取得による支出 △6,398 △9,025

有形固定資産の売却による収入 82 148

投資有価証券の取得による支出 △760 △107

投資有価証券の売却による収入 128 102

貸付けによる支出 △139 △20

その他の資産の取得による支出 △323 △199

その他の資産の売却による収入 200 295

投資活動によるキャッシュ・フロー △7,672 △8,607

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 78,000 6,000

短期借入金の返済による支出 △78,000 △7,500

自己株式の取得による支出 △5 △11

自己株式の売却による収入 27 74

配当金の支払額 △1,582 △1,649

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,560 △3,086

現金及び現金同等物に係る換算差額 △436 △61

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,895 △2,700

現金及び現金同等物の期首残高 6,895 4,999

現金及び現金同等物の期末残高 4,999 2,299













































５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

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 2,680 1,917

受取手形 5 1

売掛金 1,443 1,532

製品 442 －

商品及び製品 － 250

仕掛品 2,240 2,280

貯蔵品 150 173

繰延税金資産 446 552

その他 266 232

貸倒引当金 △3 △0

流動資産合計 7,673 6,941

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  27,199 ※1  28,053

減価償却累計額 △9,670 △10,438

建物（純額） 17,528 17,615

構築物 1,927 1,979

減価償却累計額 △1,243 △1,350

構築物（純額） 683 629

機械及び装置 9,655 10,963

減価償却累計額 △5,243 △6,534

機械及び装置（純額） 4,412 4,428

車両運搬具 625 637

減価償却累計額 △512 △550

車両運搬具（純額） 112 87

工具、器具及び備品 724 827

減価償却累計額 △510 △548

工具、器具及び備品（純額） 213 278

土地 ※1  9,336 ※1  9,336

建設仮勘定 945 2,916

貸与資産 ※1  2,342 ※1  2,345

減価償却累計額 △418 △474

貸与資産（純額） 1,923 1,871

有形固定資産合計 35,156 37,164

無形固定資産   

借地権 61 61

商標権 3 2

ソフトウエア 36 38



（単位：百万円）

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) 

電話加入権 8 8

無形固定資産合計 110 111

投資その他の資産   

投資有価証券 4,085 3,447

関係会社株式 2,472 2,372

出資金 13 13

長期貸付金 119 136

関係会社長期貸付金 2,547 5,393

破産更生債権等 2 0

長期前払費用 103 110

繰延税金資産 339 453

その他 585 476

貸倒引当金 △54 △156

投資その他の資産合計 10,215 12,248

固定資産合計 45,482 49,523

資産合計 53,155 56,465

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,522 1,607

買掛金 232 65

短期借入金 ※1  9,500 ※1  8,000

未払金 1,508 2,217

未払消費税等 173 381

未払費用 139 194

未払法人税等 2,607 3,135

預り金 26 25

賞与引当金 556 678

設備関係支払手形 185 194

流動負債合計 16,451 16,501

固定負債   

長期未払金 91 91

固定負債合計 91 91

負債合計 16,543 16,592



（単位：百万円）

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 5,500 5,500

資本剰余金   

資本準備金 5,692 5,692

資本剰余金合計 5,692 5,692

利益剰余金   

利益準備金 761 761

その他利益剰余金   

別途積立金 21,800 23,800

繰越利益剰余金 3,758 4,884

利益剰余金合計 26,320 29,445

自己株式 △802 △713

株主資本合計 36,710 39,924

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △97 △51

評価・換算差額等合計 △97 △51

純資産合計 36,612 39,872

負債純資産合計 53,155 56,465



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

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   

製品売上高 36,780 39,619

売上高合計 36,780 39,619

売上原価   

製品期首たな卸高 882 442

当期製品製造原価 22,706 23,084

合計 23,588 23,526

他勘定振替高 ※1  622 ※1  373

製品期末たな卸高 442 250

製品売上原価 22,523 22,902

売上総利益 14,257 16,716

販売費及び一般管理費   

販売手数料 2,487 2,773

運送費 2,425 2,573

広告宣伝費 318 350

販売促進費 300 340

給料及び手当 729 891

賞与引当金繰入額 63 83

旅費及び交通費 85 89

消耗品費 22 30

減価償却費 71 79

試験研究費 ※2  147 ※2  152

租税公課 103 142

貸倒引当金繰入額 14 101

その他 688 629

販売費及び一般管理費合計 7,457 8,238

営業利益 6,800 8,477

営業外収益   

受取利息 ※3  138 73

受取配当金 ※3  178 ※3  195

投資有価証券売却益 46 －

受入助成金 445 141

受取家賃 ※3  235 ※3  249

その他 23 16

営業外収益合計 1,066 676



（単位：百万円）

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) 

営業外費用   

支払利息 129 122

貸与資産減価償却費 58 55

為替差損 555 186

投資事業組合運用損 － 51

その他 1 39

営業外費用合計 745 455

経常利益 7,121 8,699

特別利益   

固定資産売却益 ※4  2 ※4  0

受入保険金 23 240

特別利益合計 25 240

特別損失   

固定資産売却損 ※5  9 ※5  3

投資有価証券評価損 171 631

役員退職慰労金 519 －

たな卸資産評価損 233 －

関係会社株式評価損 － 100

その他 36 80

特別損失合計 971 815

税引前当期純利益 6,176 8,124

法人税、住民税及び事業税 2,584 3,574

法人税等調整額 △76 △250

法人税等合計 2,508 3,323

当期純利益 3,667 4,800



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 5,500 5,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,500 5,500

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,692 5,692

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,692 5,692

資本剰余金合計   

前期末残高 5,692 5,692

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,692 5,692

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 761 761

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 761 761

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 20,000 21,800

当期変動額   

別途積立金の積立 1,800 2,000

当期変動額合計 1,800 2,000

当期末残高 21,800 23,800

繰越利益剰余金   

前期末残高 3,482 3,758

当期変動額   

別途積立金の積立 △1,800 △2,000

剰余金の配当 △1,582 △1,649

当期純利益 3,667 4,800

自己株式の処分 △9 △25

当期変動額合計 276 1,125

当期末残高 3,758 4,884



（単位：百万円）

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) 

利益剰余金合計   

前期末残高 24,244 26,320

当期変動額   

別途積立金の積立 －  

剰余金の配当 △1,582 △1,649

当期純利益 3,667 4,800

自己株式の処分 △9 △25

当期変動額合計 2,076 3,125

当期末残高 26,320 29,445

自己株式   

前期末残高 △833 △802

当期変動額   

自己株式の取得 △5 △11

自己株式の処分 36 100

当期変動額合計 31 88

当期末残高 △802 △713

株主資本合計   

前期末残高 34,602 36,710

当期変動額   

剰余金の配当 △1,582 △1,649

当期純利益 3,667 4,800

自己株式の取得 △5 △11

自己株式の処分 27 74

当期変動額合計 2,107 3,214

当期末残高 36,710 39,924

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 330 △97

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △427 46

当期変動額合計 △427 46

当期末残高 △97 △51

評価・換算差額等合計   

前期末残高 330 △97

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △427 46

当期変動額合計 △427 46

当期末残高 △97 △51



（単位：百万円）

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 34,932 36,612

当期変動額   

剰余金の配当 △1,582 △1,649

当期純利益 3,667 4,800

自己株式の取得 △5 △11

自己株式の処分 27 74

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △427 46

当期変動額合計 1,679 3,260

当期末残高 36,612 39,872
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