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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6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3月期第1四半期 5,678 △23.4 △146 ― △152 ― △181 ―
21年3月期第1四半期 7,409 ― 286 ― 315 ― 163 ―

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3月期第1四半期 △7.58 ―
21年3月期第1四半期 6.84 ―

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3月期第1四半期 18,253 4,080 22.3 169.66
21年3月期 17,869 4,095 22.9 170.81

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,067百万円 21年3月期  4,095百万円

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3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（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 10,500 △29.8 △380 ― △400 ― △440 ― △18.35

通期 22,000 △15.8 △280 ― △320 ― △390 ― △16.26



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、３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） 

(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 
平成21年５月１日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。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
今後の様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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3月期第1四半期 24,000,000株 21年3月期  24,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  27,713株 21年3月期  23,123株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 23,975,730株 21年3月期第1四半期 23,978,131株



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１四半期におけるわが国経済は、昨年９月以降、米国に端を発した金融危機の影響が世界規模に拡がった

ことによる急速な景気悪化の進行に底打ちの兆しが見えてきたものの、依然として企業収益や個人消費は極めて

厳しい状況で推移いたしました。

　当社グル－プは、このような厳しい環境の中で得意分野の強化、新製品拡大、不採算製品のカット、更なるコ

ストダウン等により、あらゆる損失削減の方策を取ってまいりました。

　以上の結果、当第１四半期の業績につきましては、売上高は56億78百万円（前年同期比23.4％減）、営業損失

１億46百万円（前年同期は２億86百万円の営業利益）、経常損失１億52百万円（前年同期は３億15百万円の経常

利益）、四半期純損失は１億81百万円（前年同期は１億63百万円の四半期純利益）となりました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末比３億83百万円増加して、182億53百万円となりま

した。これは主に受取手形及び売掛金の増加等によるものであります。負債は、前連結会計年度末比３億98百万円

増加して、141億73百万円となりました。これは主に借入金の増加、未払費用の増加等によるものであります。純

資産は、前連結会計年度末比15百万円減少して、40億80百万円となりました。　

 

３．連結業績予想に関する定性的情報

　平成22年３月期の連結業績予想につきましては、現時点では、平成21年５月１日に発表しました連結業績予想

に変更はありません。

 

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

①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、前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

　　また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

もり、簿価切下げを行う方法によっております。

②固定資産の減価償却費の算定方法　

　　　　固定資産の年度中の取得、売却及び除却等の見積りを考慮した予算を策定しているため、当該予算に基づ

く年間償却予定額を期間按分して算定しております。

 

（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

　該当事項はありません。

 



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６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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 982,045 1,026,484

受取手形及び売掛金 6,175,922 5,642,796

たな卸資産 3,057,061 3,285,805

前払費用 45,080 41,452

未収入金 259,958 308,540

繰延税金資産 21,622 13,971

その他 671 615

貸倒引当金 △44,556 △43,357

流動資産合計 10,497,806 10,276,307

固定資産   

有形固定資産 6,830,132 6,825,050

無形固定資産 11,087 11,087

投資その他の資産   

投資有価証券 732,300 563,478

長期前払費用 12,962 15,273

繰延税金資産 40,751 50,471

その他 142,989 142,531

貸倒引当金 △14,403 △14,403

投資その他の資産合計 914,600 757,351

固定資産合計 7,755,821 7,593,490

資産合計 18,253,627 17,869,797

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,893,295 4,805,051

短期借入金 3,213,108 3,017,410

1年内償還予定の社債 5,000 5,000

未払金 336,437 419,485

未払費用 1,318,509 1,104,451

未払法人税等 28,170 25,755

未払消費税等 44,396 18,994

設備関係支払手形 42,238 133,503

賞与引当金 125,090 187,487

その他 37,083 32,884

流動負債合計 10,043,329 9,750,023



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６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３月31日) 

固定負債   

長期借入金 418,986 332,262

退職給付引当金 2,186,953 2,178,998

長期預り保証金 42,037 42,037

再評価に係る繰延税金負債 1,400,723 1,400,723

環境対策引当金 11,956 11,956

役員退職慰労引当金 49,053 48,924

その他 20,201 9,407

固定負債合計 4,129,911 4,024,310

負債合計 14,173,241 13,774,333

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,924,000 1,924,000

資本剰余金 11,634 11,634

利益剰余金 119,835 301,600

自己株式 △4,933 △4,249

株主資本合計 2,050,536 2,232,985

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △24,991 △179,226

土地再評価差額金 2,041,703 2,041,703

評価・換算差額等合計 2,016,712 1,862,477

少数株主持分 13,136 －

純資産合計 4,080,386 4,095,463

負債純資産合計 18,253,627 17,869,797



（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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 7,409,218 5,678,710

売上原価 6,371,055 5,155,415

売上総利益 1,038,163 523,294

販売費及び一般管理費 751,699 669,946

営業利益 286,464 △146,652

営業外収益   

受取利息 1,299 295

受取配当金 7,187 5,995

為替差益 25,928 －

その他 20,869 15,000

営業外収益合計 55,285 21,290

営業外費用   

支払利息 21,587 12,147

手形売却損 3,261 2,077

為替差損 － 8,783

その他 1,571 3,959

営業外費用合計 26,420 26,969

経常利益 315,329 △152,330

特別損失   

投資有価証券評価損 5,845 －

特別損失合計 5,845 －

税金等調整前四半期純利益 309,483 △152,330

法人税、住民税及び事業税 47,853 25,419

法人税等調整額 84,998 △9,122

法人税等合計 132,851 16,297

少数株主利益 12,701 13,136

四半期純利益 163,930 △181,765



（３）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（４）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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