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（数値データ追加）平成 22年 3月期 第 2四半期決算短信 

 
平成 21 年 11 月 12 日に発表した標記開示資料について、添付していなかった数値データを追加
送信いたします。 
 

以上 

会 社 名  日本プリメックス株式会社 
代 表 者  代表取締役会長兼社長 中川 善司 
コード番号  2795 
問 合 せ 先  総務部長兼企画室長 神戸 秀実 
Ｔ Ｅ Ｌ  03 － 3750 － 1234 



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２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 1,983,144 2,090,935 
受取手形及び売掛金 1,019,385 1,127,995 
有価証券 100,000 291,198 
商品及び製品 318,299 284,785 
仕掛品 25,138 21,927 
原材料及び貯蔵品 80,314 99,210 
繰延税金資産 3,048 13,165 
その他 3,648 9,441 
貸倒引当金 △3,643 △2,554 
流動資産合計 3,529,337 3,936,104 

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） ※1  372,560 ※1  385,947 

機械装置及び運搬具（純額） ※1  6,074 ※1  7,710 

工具、器具及び備品（純額） ※1  8,368 ※1  8,902 

土地 934,341 934,341 
その他（純額） 76,250 44,906 
有形固定資産合計 1,397,595 1,381,809 

無形固定資産 2,434 2,498 
投資その他の資産   
投資有価証券 394,806 214,102 
繰延税金資産 132,756 127,039 
その他 16,232 25,455 
貸倒引当金 △3,084 △10,378 
投資その他の資産合計 540,710 356,218 

固定資産合計 1,940,740 1,740,526 

資産合計 5,470,077 5,676,630 

負債の部   
流動負債   
支払手形及び買掛金 882,655 927,640 
短期借入金 180,000 180,000 
未払法人税等 13,961 34,000 
賞与引当金 24,912 46,266 
その他 79,830 67,796 

流動負債合計 1,181,359 1,255,703 

固定負債   
退職給付引当金 92,926 85,738 
役員退職慰労引当金 90,113 85,501 
その他 43,406 26,935 
固定負債合計 226,446 198,175 

負債合計 1,407,806 1,453,879 



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末 
(平成21年９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 393,997 393,997 
資本剰余金 283,095 283,095 
利益剰余金 3,535,716 3,689,989 
自己株式 △130,151 △123,574 
株主資本合計 4,082,658 4,243,508 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 △20,386 △20,756 
評価・換算差額等合計 △20,386 △20,756 

純資産合計 4,062,271 4,222,751 

負債純資産合計 5,470,077 5,676,630 



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,516,852 1,849,446 
売上原価 1,877,688 1,403,038 
売上総利益 639,164 446,408 

販売費及び一般管理費 ※1  490,583 ※1  402,430 

営業利益 148,581 43,978 

営業外収益   
受取利息 10,316 1,355 
有価証券利息 26,000 4,277 
為替差益 41,328 － 
有価証券償還益 － 11,302 
その他 5,171 4,631 
営業外収益合計 82,815 21,567 

営業外費用   
支払利息 1,035 853 
投資有価証券評価損 9,902 10,306 
為替差損 － 56,047 
その他 205 712 
営業外費用合計 11,142 67,919 

経常利益又は経常損失（△） 220,254 △2,374 

特別利益   
貸倒引当金戻入額 20 － 
特別利益合計 20 － 

特別損失   
固定資産除却損 ※2  55 ※2  359 

貸倒引当金繰入額 － 80 
特別損失合計 55 439 

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（△） 220,219 △2,813 

法人税、住民税及び事業税 107,522 13,446 
法人税等調整額 △17,472 4,396 
法人税等合計 90,050 17,842 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 130,168 △20,655 



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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（△） 220,219 △2,813 

減価償却費 19,842 17,334 
退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,932 7,188 
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,729 4,611 
賞与引当金の増減額（△は減少） 6,547 △21,353 
貸倒引当金の増減額（△は減少） 11,013 △6,204 
受取利息及び受取配当金 △36,316 △17,435 
為替差損益（△は益） △43,845 54,722 
投資有価証券評価損益（△は益） 9,902 10,306 
売上債権の増減額（△は増加） △68,931 108,609 
たな卸資産の増減額（△は増加） △26,867 △17,829 
仕入債務の増減額（△は減少） △86,034 △44,984 
未払消費税等の増減額（△は減少） △9,320 △7,014 
その他 9,578 23,854 
小計 16,446 108,992 

利息及び配当金の受取額 36,568 17,481 
利息の支払額 △1,035 △853 
法人税等の支払額 △19,364 △33,485 
営業活動によるキャッシュ・フロー 32,615 92,135 

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 △350,521 △1,454,124 
定期預金の払戻による収入 300,314 1,243,131 
有形固定資産の取得による支出 △987 △1,935 
有価証券の取得による支出 △191,198 △97,500 
有価証券の償還による収入 － 288,698 
投資有価証券の取得による支出 △178 △190,640 
投資有価証券の償還による収入 300,000 － 
その他 △371 1,742 
投資活動によるキャッシュ・フロー 57,057 △210,628 

財務活動によるキャッシュ・フロー   
配当金の支払額 △135,209 △133,617 
自己株式の取得による支出 △15,392 △6,577 
その他 － △5,374 

財務活動によるキャッシュ・フロー △150,602 △145,569 

現金及び現金同等物に係る換算差額 43,845 △54,722 
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △17,084 △318,784 

現金及び現金同等物の期首残高 1,879,454 1,328,420 
現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  1,862,370 ※1  1,009,635 




