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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 2,766 △30.2 △53 ― △21 ― △3 ―

21年3月期第1四半期 3,962 ― 153 ― 173 ― 71 ―

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 △0.08 ―

21年3月期第1四半期 1.74 ―

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 13,534 7,017 41.1 136.71
21年3月期 13,522 7,146 42.1 139.73

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  5,566百万円 21年3月期  5,696百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 3.00 3.00

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

5,300 △34.7 △60 ― △40 ― △20 ― △0.49

通期 12,000 △17.5 270 57.3 270 19.6 140 △17.9 3.43

                    



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  無  

(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 

本資料に記載されている業績見通し等の将来の記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の
業績は様々な要因により大きく異なる異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 42,000,000株 21年3月期  42,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,278,836株 21年3月期  1,235,733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 40,749,967株 21年3月期第1四半期 41,012,568株

                    







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 2,675,446 2,523,037

受取手形及び売掛金 2,985,862 3,040,303

商品及び製品 700,237 690,720

仕掛品 468,296 385,158

原材料及び貯蔵品 1,368,174 1,569,724

その他 345,344 292,537

貸倒引当金 △8,129 △9,192

流動資産合計 8,535,232 8,492,289

固定資産   

有形固定資産 4,183,376 4,253,657

無形固定資産 69,568 74,492

投資その他の資産   

その他 761,497 717,606

貸倒引当金 △14,898 △15,703

投資その他の資産合計 746,599 701,903

固定資産合計 4,999,544 5,030,052

資産合計 13,534,776 13,522,342

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,201,480 1,208,988

短期借入金 2,496,400 2,475,040

未払法人税等 10,271 74,394

賞与引当金 81,813 143,942

その他 948,062 765,977

流動負債合計 4,738,028 4,668,343

固定負債   

長期借入金 904,290 789,940

退職給付引当金 726,237 727,179

役員退職慰労引当金 27,766 43,691

負ののれん 10,690 26,085

その他 109,785 120,109

固定負債合計 1,778,770 1,707,006

負債合計 6,516,798 6,375,349

                    



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,820,000 2,820,000

資本剰余金 285 285

利益剰余金 2,930,829 3,056,227

自己株式 △184,433 △180,244

株主資本合計 5,566,680 5,696,267

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 184 △247

評価・換算差額等合計 184 △247

少数株主持分 1,451,112 1,450,971

純資産合計 7,017,977 7,146,992

負債純資産合計 13,534,776 13,522,342

                    



（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 3,962,039 2,766,496

売上原価 3,300,526 2,417,977

売上総利益 661,513 348,519

販売費及び一般管理費 507,856 401,712

営業利益又は営業損失（△） 153,656 △53,192

営業外収益   

受取利息及び配当金 66 124

負ののれん償却額 15,395 15,395

雇用調整助成金 － 26,061

その他 20,938 11,094

営業外収益合計 36,399 52,675

営業外費用   

支払利息 11,886 12,686

為替差損 － 5,756

その他 4,696 2,685

営業外費用合計 16,583 21,128

経常利益又は経常損失（△） 173,472 △21,646

特別利益   

固定資産売却益 1,648 800

賞与引当金戻入額 － 25,645

その他 － 10,282

特別利益合計 1,648 36,728

特別損失   

固定資産除却損 52 12,630

その他 － 2,884

特別損失合計 52 15,515

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

175,068 △433

法人税、住民税及び事業税 51,365 3,625

法人税等調整額 31,512 △921

法人税等合計 82,877 2,703

少数株主利益又は少数株主損失（△） 20,648 △32

四半期純利益又は四半期純損失（△） 71,542 △3,105

                    



（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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

175,068 △433

減価償却費 191,723 164,686

負ののれん償却額 △15,395 △15,395

貸倒引当金の増減額（△は減少） 369 △1,867

賞与引当金の増減額（△は減少） △103,136 △62,128

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,507 △942

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △42,650 △15,924

受取利息及び受取配当金 △66 △124

支払利息 11,886 12,686

固定資産除却損 52 4,830

固定資産売却損益（△は益） △1,648 △800

売上債権の増減額（△は増加） 112,113 54,441

たな卸資産の増減額（△は増加） △318,528 108,894

仕入債務の増減額（△は減少） △72,983 △7,508

未払消費税等の増減額（△は減少） △6,129 16,479

その他 274,896 107,402

小計 212,080 364,295

利息及び配当金の受取額 66 87

利息の支払額 △11,992 △9,714

法人税等の支払額 △261,191 △66,390

営業活動によるキャッシュ・フロー △61,036 288,278

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 △249,455 △163,944

無形固定資産の取得による支出 △6,342 －

有形固定資産の売却による収入 － 832

投資有価証券の取得による支出 △597 △595

投資有価証券の売却による収入 － 1,998

投資活動によるキャッシュ・フロー △256,394 △161,709

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 － 150,000

長期借入金の返済による支出 △6,500 △14,290

リース債務の返済による支出 △21,111 △19,929

自己株式の取得による支出 － △4,188

配当金の支払額 △135,262 △85,751

少数株主への配当金の支払額 △720 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △163,594 25,839

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △481,025 152,409

現金及び現金同等物の期首残高 2,361,372 2,473,037

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,880,347 2,625,446
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