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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 4,765 △19.2 103 △62.8 122 △62.2 68 △58.7
21年3月期第1四半期 5,897 ― 278 ― 323 ― 166 ―

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 3.07 ―
21年3月期第1四半期 7.37 ―

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 22,255 14,213 63.9 633.81
21年3月期 23,066 13,956 60.5 622.33

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  14,213百万円 21年3月期  13,956百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
4.00 ― 4.00 8.00

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

8,300 △25.9 110 △79.7 150 △75.4 80 △74.6 3.57

通期 17,600 △15.6 350 △69.4 400 △68.4 240 △48.0 10.70
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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、４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） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 4．その他をご覧ください。 

(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 
本資料に記載されている業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提としており、実際の業績は、今後様々な要因によ
って予想数値と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 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3月期第1四半期 25,587,421株 21年3月期  25,587,421株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,162,384株 21年3月期  3,161,142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 22,425,892株 21年3月期第1四半期 22,623,345株
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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 1,680,481 1,325,369

受取手形及び売掛金 7,605,066 8,065,122

有価証券 － 400

製品 2,412,165 2,560,239

仕掛品 384,464 592,340

原材料及び貯蔵品 1,918,847 2,453,592

その他 263,835 389,847

貸倒引当金 △1,800 △1,800

流動資産合計 14,263,061 15,385,112

固定資産   

有形固定資産 5,265,813 5,335,691

無形固定資産 72,733 70,228

投資その他の資産   

投資有価証券 2,525,061 2,142,796

その他 275,466 257,194

貸倒引当金 △147,049 △124,633

投資その他の資産合計 2,653,478 2,275,357

固定資産合計 7,992,025 7,681,276

資産合計 22,255,087 23,066,389
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,921,102 2,218,011

短期借入金 2,500,000 2,700,000

未払法人税等 9,156 398,913

役員賞与引当金 4,490 22,400

その他 1,241,197 1,520,013

流動負債合計 5,675,946 6,859,339

固定負債   

長期借入金 600,000 600,000

退職給付引当金 1,208,872 1,218,990

その他 557,146 431,606

固定負債合計 2,366,018 2,250,597

負債合計 8,041,965 9,109,936

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,654,519 2,654,519

資本剰余金 1,750,465 1,750,465

利益剰余金 9,569,779 9,613,002

自己株式 △555,209 △554,982

株主資本合計 13,419,555 13,463,006

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 694,327 459,715

繰延ヘッジ損益 △685 △1,286

為替換算調整勘定 99,923 35,016

評価・換算差額等合計 793,565 493,446

純資産合計 14,213,121 13,956,452

負債純資産合計 22,255,087 23,066,389
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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）

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 5,897,991 4,765,572

売上原価 5,014,025 4,208,359

売上総利益 883,965 557,213

販売費及び一般管理費 605,473 453,673

営業利益 278,492 103,539

営業外収益   

受取利息 3,566 1,331

受取配当金 28,012 19,459

デリバティブ評価益 18,047 －

その他 18,519 21,809

営業外収益合計 68,145 42,600

営業外費用   

支払利息 9,729 6,019

為替差損 12,373 －

デリバティブ評価損 － 17,039

その他 1,189 865

営業外費用合計 23,291 23,924

経常利益 323,346 122,215

特別利益   

デリバティブ解約益 － 9,707

投資有価証券売却益 968 －

特別利益合計 968 9,707

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 400

固定資産除却損 632 －

ゴルフ会員権評価損 － 400

特別損失合計 632 800

税金等調整前四半期純利益 323,681 131,123

法人税、住民税及び事業税 72,268 4,000

法人税等調整額 84,661 58,215

法人税等合計 156,929 62,215

四半期純利益 166,751 68,908
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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）

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) 

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 323,681 131,123

減価償却費 189,116 174,108

貸倒引当金の増減額（△は減少） 59,551 13,644

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,843 △10,117

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △16,960 △17,910

受取利息及び受取配当金 △31,578 △20,791

支払利息 9,729 6,019

固定資産除却損 632 －

投資有価証券売却損益（△は益） △968 －

売上債権の増減額（△は増加） △835,558 466,802

たな卸資産の増減額（△は増加） △375,779 914,812

仕入債務の増減額（△は減少） 236,142 △265,387

その他 △311,630 △279,974

小計 △751,776 1,112,328

利息及び配当金の受取額 31,578 20,763

利息の支払額 △9,729 △6,019

法人税等の支払額 △183,853 △382,947

営業活動によるキャッシュ・フロー △913,781 744,125

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の売却及び償還による収入 － 400

有形固定資産の取得による支出 △107,782 △104,170

投資有価証券の取得による支出 △2,078 △2,387

投資有価証券の売却による収入 1,006 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △108,854 △106,157

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） 950,000 △200,000

自己株式の取得による支出 △517 △227

配当金の支払額 △88,611 △88,443

財務活動によるキャッシュ・フロー 860,871 △288,670

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,166 5,814

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △172,931 355,112

現金及び現金同等物の期首残高 1,113,082 1,325,369

現金及び現金同等物の四半期末残高 940,150 1,680,481
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