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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 1,555 △34.9 △23 ― △35 ― △29 ―

21年3月期第1四半期 2,390 ― 361 ― 348 ― 294 ―

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 △4.60 ―

21年3月期第1四半期 45.66 ―

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 10,452 4,012 38.4 622.62
21年3月期 11,067 4,076 36.8 632.51

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,012百万円 21年3月期  4,076百万円

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 ― ― ― 7.50 7.50
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 2.50 2.50

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

3,264 △25.7 98 △81.7 97 △81.4 38 △88.9 5.90

通期 6,932 △19.8 428 △62.7 403 △63.3 214 △65.3 33.20



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） 

(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に関する記述は、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、
実際の業績等は様々な要因により大きく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 6,627,360株 21年3月期  6,627,360株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  182,792株 21年3月期  182,792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 6,444,568株 21年3月期第1四半期 6,445,447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 1,577,078 1,824,902

受取手形及び売掛金 1,959,968 2,535,694

製品 110,943 91,935

原材料及び貯蔵品 585,432 643,010

繰延税金資産 39,134 29,294

その他 235,026 283,709

貸倒引当金 △9,806 △12,156

流動資産合計 4,497,777 5,396,391

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,001,648 3,980,469

減価償却累計額 △2,681,573 △2,657,489

建物及び構築物（純額） 1,320,074 1,322,979

機械装置及び運搬具 3,524,883 3,320,652

減価償却累計額 △2,765,063 △2,786,545

機械装置及び運搬具（純額） 759,820 534,107

土地 2,764,308 2,764,308

リース資産 47,954 28,254

減価償却累計額 △6,594 △4,108

リース資産（純額） 41,360 24,145

建設仮勘定 27,722 116,203

その他 249,895 242,756

減価償却累計額 △210,393 △206,487

その他（純額） 39,501 36,269

有形固定資産合計 4,952,787 4,798,011

無形固定資産 206,299 204,325

投資その他の資産   

投資有価証券 355,187 229,872

繰延税金資産 9,432 10,897

その他 456,783 453,233

貸倒引当金 △26,151 △24,831

投資その他の資産合計 795,251 669,172

固定資産合計 5,954,338 5,671,509

資産合計 10,452,115 11,067,900



（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 465,282 623,699

短期借入金 960,258 1,061,738

リース債務 10,586 7,350

未払費用 59,360 39,690

未払法人税等 2,526 266,309

未払消費税等 10,930 45,248

賞与引当金 223,143 128,903

設備関係支払手形 356,228 150,904

その他 723,896 741,261

流動負債合計 2,812,213 3,065,105

固定負債   

社債 100,000 100,000

長期借入金 2,605,341 2,788,579

リース債務 32,841 18,001

繰延税金負債 16,963 7,704

再評価に係る繰延税金負債 282,416 282,416

退職給付引当金 449,973 450,314

役員退職慰労引当金 139,395 279,097

その他 438 438

固定負債合計 3,627,368 3,926,551

負債合計 6,439,582 6,991,657

純資産の部   

株主資本   

資本金 770,958 770,958

資本剰余金 736,261 736,261

利益剰余金 2,111,366 2,189,354

自己株式 △37,669 △37,669

株主資本合計 3,580,916 3,658,904

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 25,213 10,934

土地再評価差額金 406,403 406,403

評価・換算差額等合計 431,616 417,338

純資産合計 4,012,533 4,076,242

負債純資産合計 10,452,115 11,067,900



（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 2,390,609 1,555,821

売上原価 1,723,507 1,320,575

売上総利益 667,102 235,246

販売費及び一般管理費 305,767 258,344

営業利益又は営業損失（△） 361,334 △23,097

営業外収益   

受取利息 182 483

受取配当金 1,984 2,301

その他 3,988 2,938

営業外収益合計 6,155 5,723

営業外費用   

支払利息 17,953 17,639

手形売却損 483 207

その他 300 589

営業外費用合計 18,736 18,436

経常利益又は経常損失（△） 348,753 △35,810

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,195 2,982

前期損益修正益 － 4,565

特別利益合計 1,195 7,547

特別損失   

固定資産除売却損 3,246 14,572

特別損失合計 3,246 14,572

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（△）

346,702 △42,835

法人税、住民税及び事業税 58,649 2,088

過年度法人税等戻入額 － △6,481

法人税等調整額 △6,254 △8,787

法人税等合計 52,394 △13,180

四半期純利益又は四半期純損失（△） 294,307 △29,654



（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（△）

346,702 △42,835

減価償却費 50,386 92,048

賞与引当金の増減額（△は減少） 90,575 94,239

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,353 △1,028

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,291 △341

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,613 △139,702

受取利息及び受取配当金 △2,166 △2,785

支払利息 17,953 17,639

固定資産除売却損益（△は益） 3,246 14,572

売上債権の増減額（△は増加） △236,092 575,726

たな卸資産の増減額（△は増加） △38,025 38,570

仕入債務の増減額（△は減少） 50,773 △158,416

未払消費税等の増減額（△は減少） 8,521 △34,317

その他 △63,020 89,366

小計 234,531 542,734

利息及び配当金の受取額 2,163 2,785

利息の支払額 △24,965 △17,134

法人税等の支払額 △160,169 △258,837

営業活動によるキャッシュ・フロー 51,560 269,548

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 △32,465 △77,660

有形固定資産の売却による収入 4,247 －

有形固定資産の除却による支出 － △5,036

無形固定資産の取得による支出 － △3,926

投資有価証券の取得による支出 △28,826 △100,548

その他 △1,939 △8,558

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,983 △195,730

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） △11,500 △31,500

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △359,707 △253,218

リース債務の返済による支出 － △2,609

自己株式の取得による支出 △247 －

配当金の支払額 △34,925 △34,314

財務活動によるキャッシュ・フロー △306,380 △321,642

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △313,803 △247,824

現金及び現金同等物の期首残高 906,800 1,824,902

現金及び現金同等物の四半期末残高 592,996 1,577,078
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