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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 904 △12.9 55 31.0 △15 ― △23 ―
21年3月期第1四半期 1,039 ― 42 ― 277 ― 134 ―

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 △902.32 ―
21年3月期第1四半期 5,038.30 ―

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 5,403 3,533 65.3 137,289.94
21年3月期 5,442 3,596 65.9 138,899.55

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,527百万円 21年3月期  3,589百万円

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 ― 2,500.00 2,500.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 2,500.00 2,500.00

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

1,893 △2.4 198 81.7 198 △16.8 115 0.0 4,475.40

通期 3,700 0.8 375 97.4 375 93.3 217 557.6 8,444.89
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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） 

(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 
業績予想については、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した見通しであり、実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場
合があります。 

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 27,200株 21年3月期  27,200株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,504株 21年3月期  1,361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 25,735株 21年3月期第1四半期 26,632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 1,298,308 1,262,604

受取手形及び売掛金 668,102 641,307

有価証券 10,156 10,152

商品及び製品 409,682 359,704

仕掛品 149,656 177,985

原材料及び貯蔵品 353,427 416,112

繰延税金資産 43,400 50,309

デリバティブ資産 － 1,641

その他 130,108 191,589

貸倒引当金 △4,312 △4,035

流動資産合計 3,058,530 3,107,372

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 865,223 856,018

機械装置及び運搬具（純額） 184,205 177,936

土地 1,028,166 1,028,166

建設仮勘定 1,306 1,209

その他（純額） 29,553 31,760

有形固定資産合計 2,108,456 2,095,091

無形固定資産   

のれん 60,288 68,379

その他 14,626 14,337

無形固定資産合計 74,914 82,717

投資その他の資産   

投資有価証券 18,228 14,833

繰延税金資産 12,783 13,523

その他 131,483 130,252

貸倒引当金 △1,320 △1,402

投資その他の資産合計 161,174 157,207

固定資産合計 2,344,546 2,335,016

資産合計 5,403,076 5,442,388
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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 95,653 153,461

短期借入金 891,000 714,000

1年内返済予定の長期借入金 76,352 149,533

リース債務 18,469 16,673

未払法人税等 6,782 140,337

賞与引当金 64,900 44,079

デリバティブ負債 84,628 65,161

その他 186,933 122,526

流動負債合計 1,424,719 1,405,774

固定負債   

長期借入金 127,724 146,687

リース債務 81,348 79,730

退職給付引当金 32,298 30,793

負ののれん 34,535 36,838

デリバティブ負債 111,034 88,086

長期未払金 58,136 58,136

固定負債合計 445,077 440,272

負債合計 1,869,796 1,846,047

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,484,550 1,484,550

資本剰余金 1,516,900 1,516,900

利益剰余金 657,255 745,073

自己株式 △126,903 △118,000

株主資本合計 3,531,801 3,628,523

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 892 △1,033

為替換算調整勘定 △4,892 △38,463

評価・換算差額等合計 △3,999 △39,497

少数株主持分 5,477 7,316

純資産合計 3,533,279 3,596,341

負債純資産合計 5,403,076 5,442,388
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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 1,039,221 904,983

売上原価 659,076 535,609

売上総利益 380,145 369,373

販売費及び一般管理費 337,700 313,777

営業利益 42,444 55,596

営業外収益   

受取利息 107 79

受取配当金 225 132

受取家賃 910 696

為替差益 20,408 －

デリバティブ評価益 215,980 －

負ののれん償却額 － 2,302

その他 4,328 2,397

営業外収益合計 241,959 5,607

営業外費用   

支払利息 3,669 5,383

為替差損 － 27,290

デリバティブ評価損 － 44,055

その他 3,334 126

営業外費用合計 7,004 76,856

経常利益又は経常損失（△） 277,399 △15,652

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 81

特別利益合計 － 81

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（△）

277,399 △15,570

法人税、住民税及び事業税 115,241 3,158

法人税等調整額 27,949 6,331

法人税等合計 143,191 9,489

少数株主利益又は少数株主損失（△） 28 △1,838

四半期純利益又は四半期純損失（△） 134,179 △23,221
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

277,399 △15,570

減価償却費 23,211 21,952

のれん償却額 8,090 8,090

負ののれん償却額 △2,302 △2,302

貸倒引当金の増減額（△は減少） 283 △24

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,899 20,820

退職給付引当金の増減額（△は減少） △591 1,505

受取利息及び受取配当金 △332 △211

支払利息 3,669 5,389

為替差損益（△は益） △2,517 △286

デリバティブ評価損益（△は益） △215,980 44,055

売上債権の増減額（△は増加） 22,712 △25,374

たな卸資産の増減額（△は増加） △114,791 61,087

仕入債務の増減額（△は減少） △12,520 △71,096

その他 △11,134 29,468

小計 △2,904 77,502

利息及び配当金の受取額 332 211

利息の支払額 △8,155 △5,078

法人税等の支払額 △4,538 △133,231

営業活動によるキャッシュ・フロー △15,265 △60,595

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 △75,132 △60,192

定期預金の払戻による収入 53,570 46,099

有形固定資産の取得による支出 △4,497 △3,490

無形固定資産の取得による支出 － △570

投資有価証券の取得による支出 △149 △149

関係会社出資金の取得による支出 △35,889 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △62,098 △18,304

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） △3,000 176,924

長期借入金の返済による支出 △47,628 △110,509

セール・アンド・リースバックによる収入 － 96,204

リース債務の返済による支出 － △4,200

自己株式の取得による支出 △7,631 △8,902

配当金の支払額 △60,588 △53,204

財務活動によるキャッシュ・フロー △118,847 96,312

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,211 4,202

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △198,422 21,614

現金及び現金同等物の期首残高 1,116,783 1,229,423

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

60,576 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 978,937 1,251,037
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