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1.  平成22年1月期第1四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年4月30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 ％

22年1月期第1四半期 4,448 ― 91 ― 79 ― 189 ―

21年1月期第1四半期 4,790 2.6 495 △27.9 473 △31.2 289 △27.7

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

22年1月期第1四半期 23.46 ―

21年1月期第1四半期 35.83 ―

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

22年1月期第1四半期 19,965 11,829 58.5 1,443.12
21年1月期 21,016 11,790 55.4 1,439.10

（参考） 自己資本   22年1月期第1四半期  11,683百万円 21年1月期  11,650百万円

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

21年1月期 ― 15.00 ― 25.00 40.00

22年1月期 ―

22年1月期 
（予想）

10.00 ― 15.00 25.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1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

9,667 ― 228 ― 225 ― 108 ― 13.37

通期 22,241 △4.5 1,095 △61.8 1,089 △62.0 579 △63.1 71.62
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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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。 

(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 

１．業績予想につきましては現時点で判断できる一定の前提に基づいて算定しておりますが、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして実際の業
績は、業況の変化などにより上記に記載されております予想とは大きく異なる場合があります。 
２．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。 

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） 22年1月期第1四半期 8,176,452株 21年1月期  8,176,452株

② 期末自己株式数 22年1月期第1四半期  80,645株 21年1月期  80,545株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第1四半期 8,095,894株 21年1月期第1四半期 8,071,358株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、急速に景気悪化が進む中で、雇用情勢も急速に悪化し、個人

消費においても緩やかに減少しました。また、企業収益は極めて大幅に悪化し、輸出・生産の大幅な減少による設

備投資の抑制から、景気は依然として厳しい状態にあります。

　先行きにつきましても、当面は底這い状態が続き、在庫調整の進展と共に緩やかに回復に向かうものと期待され

ます。しかし、生産活動は依然低水準にあることから、設備投資の回復には時間を要するものと予想され、引続き

大幅な雇用調整も懸念されます。

　また、金融危機の深刻化や世界景気の下振れ懸念など、わが国経済の更なる下振れリスクも存在し、企業業績に

与える影響は引続き予断を許さない状況であります。

　当社グループの属する電子機器工業界におきましては、ＩＴ、デジタル分野においては、大幅な消費低迷による

製品価格の下落と生産量の大幅な減少、設備投資の抑制が行われております。

　太陽光発電分野におきましては、欧州・アジア諸国及び米国や発展途上国においても環境意識の高揚から、国の

政策により市場も拡大しつつありますが、世界的な不況による個人消費の低迷で一時的な停滞感が出ております。

　当社グループはこのような環境下において、顧客のニーズに応えるべく、生産性の向上とコスト削減、拡販に注

力してまいりましたが、世界同時不況の影響により、厳しい状況で推移いたしました。

　その結果、当第１四半期の売上高は44億48百万円となりました。また、営業利益は91百万円、経常利益は79百万

円、四半期純利益は補助金の収入などから１億89百万円となりました。

事業の種類別セグメントの業績概要は、次のとおりであります。

（電子機器部品製造装置） 

　最終消費の低迷による設備投資抑制の影響から、プリント基板製造装置の販売は減少いたしました。太陽光発電

分野に関しては環境意識の向上と新規優遇政策の導入効果等により新規参入企業による設備投資が活発となり、太

陽電池ウェーハ製造装置の販売は増加いたしました。また、フラットパネルディスプレイ製造プロセスに使用され

るインクジェットコーターも堅調に推移しており、売上高は23億20百万円、営業利益は２億77百万円となりました。

（ディスプレイおよび電子部品） 

　パチンコ営業店舗数の減少など、パチスロ市場の縮小により、当社のアミューズメント機器向け部品の販売も大

幅に減少いたしました。また、工作機械、産業用機械に使用されるスイッチパネルの販売も、設備投資抑制の影響

を受け販売減少となりました。その結果売上高は６億10百万円、営業損失は２億22百万円となりました。

（太陽電池ウェーハ） 

　深刻化していたシリコン材料不足が、材料メーカーの設備増強と半導体不況により緩和されたことを受け、更に

成長が見込まれるウェーハ需要に対応すべく生産能力の増強、薄板化への対応、生産性改善に注力してまいりまし

た。しかし、３月から４月中旬にかけては世界的な不況の影響を受け、生産量調整による原材料不足の発生から、

生産量が減少いたしました。その結果、売上高は15億18百万円、営業利益は35百万円となりました。
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２．連結財政状態に関する定性的情報

（１）資産、負債及び純資産の状況

　流動資産は、106億66百万円となり前連結会計年度末と比べ９億26百万円減少いたしました。これは債権回収によ

り受取手形及び売掛金が13億19百万円減少したことなどによるものであります。

　固定資産は、92億99百万円となり前連結会計年度末と比べ１億24百万円減少いたしました。これは設備投資額を

減価償却費の計上額が上回ったことに伴い有形固定資産が１億３百万円減少したことなどによるものであります。

　この結果、総資産は199億65百万円となり前連結会計年度末と比べ10億51百万円減少いたしました。

　流動負債は、65億34百万円となり前連結会計年度末と比べ17億20百万円減少いたしました。これは仕入れの減少

に伴い支払手形及び買掛金が９億24百万円減少したこと、納税及び課税所得の減少により未払法人税等が８億11百

万円減少したことなどによるものであります。

　固定負債は、16億２百万円となり前連結会計年度末と比べ６億30百万円増加いたしました。これは新規借入によ

り長期借入金が５億90百万円増加したことなどによるものであります。

　この結果、負債合計は81億36百万円となり前連結会計年度末と比べ10億90百万円減少いたしました。

　純資産合計は118億29百万円となり前連結会計年度末と比べ38百万円増加いたしました。これはその他有価証券評

価差額金が20百万円、為替換算調整勘定が24百万円増加したことなどによるものであります。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ、４億91百万円増加し、33億61百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

　営業活動の結果使用した資金は31百万円となりました。収入の主な内訳は減価償却費１億88百万円、売上債権

の減少額13億28百万円、たな卸資産の減少額２億42百万円であり、支出の主な内訳は仕入債務減少額９億26百万

円、法人税等の支払額９億58百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

　投資活動の結果使用した資金は１億64百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出１億

27百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

　財務活動の結果得られた資金は６億70百万円となりました。収入の主なものは長期借入による収入10億円、支

出の主なものは配当金の支払額２億２百万円であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成21年３月13日に公表いたしました第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想については変更してお

りません。
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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）

　該当事項はありません。

（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

（簡便な会計処理） 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当社は、当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がな

いと認められるため、前連結会計年度末に算定した貸倒実績率等により、一般債権の貸倒見積高を算定してお

ります。

② 棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。

③ 固定資産の減価償却費の算定方法

　定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。

（四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理） 

① 税金費用の計算

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果適

用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用して

おります。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

（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

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

　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。

② 重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、製品・仕掛品については個別法による原価法（た

だし、金属・樹脂印刷、プリント基板及び太陽電池ウェーハは移動平均法による原価法）、原材料については

移動平均法による原価法、貯蔵品については最終仕入原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期

間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日公表分）が適用された

ことに伴い、製品・仕掛品については個別法による原価法（ただし、金属・樹脂印刷、プリント基板及び太陽

電池ウェーハは移動平均法による原価法）（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく薄価切下げの方

法）、原材料については移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく薄価切下

げの方法）、貯蔵品については最終仕入原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく薄価切下げ

の方法）により算定しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ65,151千円減少しておりま

す。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　この変更が損益に与える影響は軽微であります。
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（追加情報）

有形固定資産の耐用年数の変更

　当社の機械装置については、従来、耐用年数を主に６～12年としておりましたが、法人税法の改正を契機として

資産の利用状況等を見直した結果、当第１四半期連結会計期間より主に６～10年に変更しております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ6,553千円減少しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。

補助金収入

　補助金収入とは、広島県工場及び試験研究施設等立地促進助成要綱に基づく助成金であります。

㈱石井表記　（6336）　平成22年１月期　第１四半期決算短信

－　6　－



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４月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,485,619 2,984,213

受取手形及び売掛金 4,712,397 6,032,102

製品 813,066 265,387

原材料 377,776 389,740

仕掛品 645,959 1,423,905

その他 638,037 504,231

貸倒引当金 △6,296 △6,872

流動資産合計 10,666,561 11,592,706

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,869,327 2,927,890

機械装置及び運搬具（純額） 1,087,844 1,139,323

土地 2,480,140 2,470,478

その他（純額） 295,286 297,951

有形固定資産合計 6,732,597 6,835,643

無形固定資産   

その他 348,200 336,518

無形固定資産合計 348,200 336,518

投資その他の資産   

投資有価証券 660,281 623,883

その他 1,577,927 1,647,573

貸倒引当金 △19,953 △19,604

投資その他の資産合計 2,218,254 2,251,852

固定資産合計 9,299,053 9,424,014

資産合計 19,965,615 21,016,721

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,409,749 4,334,450

短期借入金 1,487,000 1,487,000

未払法人税等 172,808 984,443

賞与引当金 109,440 －

役員賞与引当金 － 33,200

その他 1,355,480 1,415,706

流動負債合計 6,534,478 8,254,801

固定負債   

長期借入金 702,774 112,413

退職給付引当金 379,677 353,036

役員退職慰労引当金 505,837 499,112

その他 13,712 7,156

固定負債合計 1,602,001 971,718

負債合計 8,136,479 9,226,519
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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４月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,094,523 3,094,523

資本剰余金 3,329,315 3,329,315

利益剰余金 5,735,253 5,747,871

自己株式 △91,560 △91,422

株主資本合計 12,067,531 12,080,287

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △38,226 △59,152

為替換算調整勘定 △346,066 △370,280

評価・換算差額等合計 △384,292 △429,432

少数株主持分 145,896 139,345

純資産合計 11,829,135 11,790,201

負債純資産合計 19,965,615 21,016,721
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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２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 4,448,987

売上原価 3,682,167

売上総利益 766,819

販売費及び一般管理費 675,679

営業利益 91,140

営業外収益  

受取利息 4,393

受取配当金 620

受取賃貸料 2,573

その他 3,075

営業外収益合計 10,662

営業外費用  

支払利息 6,211

為替差損 12,697

その他 2,997

営業外費用合計 21,906

経常利益 79,896

特別利益  

固定資産売却益 756

貸倒引当金戻入額 781

補助金収入 281,136

特別利益合計 282,673

特別損失  

固定資産除却損 101

特別損失合計 101

税金等調整前四半期純利益 362,468

法人税等 177,518

少数株主損失（△） △4,996

四半期純利益 189,945
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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２月１日 
 至 平成21年４月30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利益 362,468

減価償却費 188,372

貸倒引当金の増減額（△は減少） △489

賞与引当金の増減額（△は減少） 109,440

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △33,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 26,640

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,725

受取利息及び受取配当金 △5,013

支払利息 6,211

有形固定資産売却損益（△は益） △756

有形固定資産除却損 101

補助金収入 △281,136

売上債権の増減額（△は増加） 1,328,815

たな卸資産の増減額（△は増加） 242,933

前渡金の増減額（△は増加） 142,716

仕入債務の増減額（△は減少） △926,804

前受金の増減額（△は減少） △414,069

その他 176,830

小計 929,784

利息及び配当金の受取額 4,606

利息の支払額 △7,438

法人税等の支払額 △958,043

営業活動によるキャッシュ・フロー △31,090

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 △127,388

有形固定資産の売却による収入 1,614

無形固定資産の取得による支出 △34,117

投資有価証券の取得による支出 △1,288

貸付金の回収による収入 1,182

定期預金の預入による支出 △53,550

定期預金の払戻による収入 60,000

その他 △10,557

投資活動によるキャッシュ・フロー △164,106

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △127,426

自己株式の取得による支出 △137

配当金の支払額 △202,397

財務活動によるキャッシュ・フロー 670,038

現金及び現金同等物に係る換算差額 16,263

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 491,105

現金及び現金同等物の期首残高 2,870,313

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,361,419
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　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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30日）

 
電子機器部
品製造装置
（千円）

ディスプレ
イおよび電
子部品
（千円）

太陽電池
ウェーハ
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社
（千円）

連結
（千円）

売上高       

(1）外部顧客に対する売上高 2,320,243 610,620 1,518,124 4,448,987 － 4,448,987

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － －

計 2,320,243 610,620 1,518,124 4,448,987 － 4,448,987

営業利益（△営業損失） 277,567 △222,344 35,916 91,140 － 91,140

　（注）１．当社グループにおける製品の範囲は多岐にわたりますが、これを種類、性質、製造方法、販売方法等の類似

性および当社グループの損益集計区分に照らし、電子機器部品製造装置に関する事業、ディスプレイおよび

電子部品に関する事業、太陽電池ウェーハに関する事業に区分して表示しております。

２．各事業区分に属する主要な製品の名称は、以下のとおりであります。

事業区分 主要な製品

電子機器部品製造

装置

プリント基板製造装置（研磨機・ジェットスクラブ機・超音波洗浄機・水洗乾燥機・

現像エッチング剥離機）、半導体製造装置（リードフレームディフラッシュ機）、太

陽電池ウェーハ製造装置（マルチワイヤソー・スラリー回収装置）、インクジェット

コーター、セラミックジェットスクラブ機、板金用の研磨機

ディスプレイおよ

び電子部品

メンブレンスイッチパネル、イクセルスイッチパネル、プリント基板、シルク印刷、

精密板金、ネームプレート、樹脂ケース

太陽電池ウェーハ 太陽電池ウェーハ

３．全ての営業費用は各セグメントに配分されているため配賦不能営業費用はありません。

４．当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日公表分）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「電子

部品製造装置」で30,179千円、「ディスプレイおよび電子部品」で17,942千円、「太陽電池ウェーハ」で

17,029千円それぞれ減少しております。

５．当第１四半期連結会計期間より、当社の有形固定資産の耐用年数については、法人税法の改正を契機として

見直しを行い、耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利

益が「電子部品製造装置」で1,013千円、「ディスプレイおよび電子部品」で2,679千円、「太陽電池ウェー

ハ」で2,860千円それぞれ減少しております。
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〔所在地別セグメント情報〕

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30日）

 
日本

（千円）
アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全
社（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 4,357,629 91,358 4,448,987 － 4,448,987

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
4,907 5,260 10,168 　(10,168) －

計 4,362,537 96,618 4,459,155 　(10,168) 4,448,987

営業利益（△営業損失） 117,196 △37,463 79,732 11,408 91,140

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．本邦以外の区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

　アジア………………フィリピン、タイ王国

３．全ての営業費用は各セグメントに配分されているため配賦不能営業費用はありません。

４．当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月

５日公表分）を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益が「日本」

で65,151千円減少しております。

５．当第１四半期連結会計期間より、当社の有形固定資産の耐用年数については、法人税法の改正を契機として

見直しを行い、耐用年数を変更しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利

益が「日本」で6,553千円減少しております。

〔海外売上高〕

当第１四半期連結累計期間（自　平成21年２月１日　至　平成21年４月30日）

 アジア 北米 欧州 計

Ⅰ　海外売上高（千円） 1,526,002 3,066 702 1,529,771

Ⅱ　連結売上高（千円） － － － 4,448,987

Ⅲ　海外売上高の連結売上高に占める割合

（％）
34.3 0.1 0.0 34.4

　（注）１．地域は、地理的近接度により区分しております。

２．各区分に属する地域の内訳は次のとおりであります。

(1）アジア………台湾、韓国、中国、シンガポール、マレーシア、フィリピン、タイ王国

(2）北　米………アメリカ

(3）欧　州………フランス、ドイツ

３．海外売上高は、当社および連結子会社の本邦以外の国または地域における売上高であります。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年２月１日　至　平成20年４月30日）

科目

前年同四半期
（平成21年１月期　第１四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 4,790,934

Ⅱ　売上原価 3,659,590

売上総利益 1,131,344

Ⅲ　販売費及び一般管理費 635,679

営業利益 495,664

Ⅳ　営業外収益 21,332

Ⅴ　営業外費用 43,819

経常利益 473,178

Ⅵ　特別利益 44,612

Ⅶ　特別損失 10,144

税金等調整前四半期純利益 507,645

法人税、住民税及び事業税 209,138

法人税等調整額 7,063

少数株主利益(△) △2,218

四半期純利益 289,225
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間（自　平成20年２月１日　至　平成20年４月30日）

前年同四半期

（平成21年１月期　第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ  営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期（当期）純利益 507,645

減価償却費 160,259

貸倒引当金の増減額（減少：△） △923

賞与引当金の増減額（減少：△） 117,843

退職給付引当金の増減額（減少：△） 24,900

役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 6,375

受取利息及び受取配当金 △7,547

支払利息 9,307

投資有価証券売却益 △167

有形固定資産売却損 1,590

有形固定資産除却損 8,554

補助金収入 △43,516

売上債権の増減額（増加：△） 525,827

たな卸資産の増減額（増加：△） △337,932

仕入債務の増減額（減少：△） 474,026

前受金の増減額（減少：△） 206,937

その他 △52,652

小           計 1,600,529

利息及び配当金の受取額 9,158

利息の支払額 △9,729

補助金の受取額 43,516

法人税等の支払額 △274,769

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,368,704

Ⅱ  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 △503,742

有形固定資産の売却による収入 2,106

無形固定資産の取得による支出 △77,358

投資有価証券の取得による支出 △471,179

投資有価証券の売却による収入 299,512

貸付による支出 △26,000

貸付金の回収による収入 502

定期預金の預入れによる支出 △53,550

定期預金の払戻による収入 71,200

その他 △13,660

投資活動によるキャッシュ・フロー △772,169
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前年同四半期

（平成21年１月期　第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅲ  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 999

長期借入金の返済による支出 △126,069

自己株式の取得による支出 △126

配当金の支払額 △241,147

財務活動によるキャッシュ・フロー △366,343

Ⅳ  現金及び現金同等物に係る換算差額 △29,987

Ⅴ  現金及び現金同等物の増減額 200,203

Ⅵ  現金及び現金同等物の期首残高 4,863,313

Ⅶ  現金及び現金同等物の期末残高 5,063,517
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