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配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年12月期第1四半期の連結業績（平成22年1月1日～平成22年3月31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12月期第1四半期 1,458 6.5 △16 ― △88 ― △99 ―

21年12月期第1四半期 1,369 ― △337 ― △282 ― △291 ―

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12月期第1四半期 △242.60 ―

21年12月期第1四半期 △728.90 ―

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12月期第1四半期 6,566 2,440 37.2 5,965.42
21年12月期 6,881 2,580 37.5 6,306.71

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  2,440百万円 21年12月期  2,580百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年12月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

0.00 ― 100.00 100.00

3.  平成22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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

2,850 △5.9 25 ― 7 ― 2 ― 4.89

通期 5,800 △6.9 124 ― 87 ― 275 ― 672.19
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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、５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 

本資料に掲載されている業績予想等将来の見通しに関する記述は、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。業績予想の前提となる仮定等及び業績予想のご利用に当たっての注意事項につい
ては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 

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12月期第1四半期 409,110株 21年12月期  409,110株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  ―株 21年12月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年12月期第1四半期 409,110株 21年12月期第1四半期 399,510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22年３月31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12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 967,965 1,138,987 

受取手形及び売掛金 737,076 600,340 

商品及び製品 1,023,128 1,045,533 

仕掛品 15,273 17,115 

原材料及び貯蔵品 134,792 135,553 

その他 411,012 470,496 

貸倒引当金 △1,982 △1,933 

流動資産合計 3,287,266 3,406,093 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,051,179 1,067,484 

土地 942,987 942,987 

その他（純額） 60,910 64,238 

有形固定資産合計 2,055,077 2,074,710 

無形固定資産 131,556 135,947 

投資その他の資産   

投資有価証券 734,904 775,854 

その他 359,902 490,759 

貸倒引当金 △2,347 △2,347 

投資その他の資産合計 1,092,459 1,264,265 

固定資産合計 3,279,093 3,474,923 

資産合計 6,566,360 6,881,016 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 572,259 369,172 

短期借入金 870,000 860,000 

1年内返済予定の長期借入金 412,450 510,830 

1年内償還予定の社債 100,000 100,000 

未払金 206,216 329,001 

未払法人税等 10,184 11,369 

賞与引当金 73,170 36,585 

事業構造改善引当金 1,115 6,065 

デリバティブ債務 119,507 87,104 

その他 561,071 652,592 

流動負債合計 2,925,974 2,962,720 

固定負債   

社債 450,000 500,000 

長期借入金 657,050 745,390 
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成22年３月31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12月31日) 

退職給付引当金 19,170 21,381 

役員退職慰労引当金 － 68,171 

その他 73,651 3,214 

固定負債合計 1,199,871 1,338,156 

負債合計 4,125,846 4,300,876 

純資産の部   

株主資本   

資本金 400,294 400,294 

資本剰余金 440,930 440,930 

利益剰余金 1,638,840 1,738,090 

株主資本合計 2,480,064 2,579,314 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △39,550 826 

評価・換算差額等合計 △39,550 826 

純資産合計 2,440,514 2,580,140 

負債純資産合計 6,566,360 6,881,016 
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 1,369,658 1,458,465 

売上原価 701,685 783,719 

売上総利益 667,973 674,745 

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 282,244 189,850 

賞与引当金繰入額 57,536 32,003 

退職給付費用 18,320 12,906 

役員退職慰労引当金繰入額 3,593 3,110 

地代家賃 260,423 166,937 

その他 383,744 286,824 

販売費及び一般管理費合計 1,005,862 691,631 

営業利益 △337,888 △16,885 

営業外収益   

受取利息及び配当金 438 103 

デリバティブ評価益 85,175 － 

賃貸収入 － 6,060 

その他 13,590 4,357 

営業外収益合計 99,205 10,521 

営業外費用   

支払利息 11,120 9,397 

持分法による投資損失 778 － 

為替差損 19,056 38,681 

デリバティブ評価損 － 32,402 

その他 13,202 1,418 

営業外費用合計 44,158 81,900 

経常利益 △282,841 △88,264 

特別利益   

固定資産売却益 794 － 

貸倒引当金戻入額 1,194 － 

特別利益合計 1,989 － 

特別損失   

固定資産除却損 13,889 5,801 

特別損失合計 13,889 5,801 

税金等調整前四半期純利益 △294,741 △94,066 

法人税、住民税及び事業税 3,181 9,078 

法人税等調整額 △6,720 △3,894 

法人税等合計 △3,538 5,183 

四半期純利益 △291,202 △99,249 
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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21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31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 △294,741 △94,066 

減価償却費 53,635 42,213 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,058 48 

賞与引当金の増減額（△は減少） 64,510 36,585 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,262 1,016 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,306 △68,171 

受取利息及び受取配当金 △438 △103 

支払利息 11,120 9,397 

為替差損益（△は益） 24,597 24,554 

デリバティブ評価損益（△は益） △85,175 32,402 

持分法による投資損益（△は益） 778 － 

固定資産売却損益（△は益） △794 － 

固定資産除却損 13,889 5,801 

売上債権の増減額（△は増加） 231,761 △149,687 

未収入金の増減額（△は増加） － 29,462 

たな卸資産の増減額（△は増加） △36,856 25,007 

仕入債務の増減額（△は減少） 97,906 207,781 

未払債務の増減額（△は減少） △40,272 △111,616 

長期未払金の増減額（△は減少） － 71,011 

その他 △1,603 18,601 

小計 35,302 80,237 

利息及び配当金の受取額 447 103 

利息の支払額 △11,176 △9,297 

法人税等の支払額 △1,893 △10,321 

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,679 60,722 

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 － △2,100 

有形固定資産の取得による支出 △780 △813 

有形固定資産の売却による収入 1,000 － 

無形固定資産の取得による支出 △610 △11,422 

保険積立金の解約による収入 12,220 － 

長期前払費用の取得による支出 △6,489 △1,114 

その他 △3,308 7,638 

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,031 △7,811 
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年３月31日) 

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） 100,000 10,000 

長期借入金の返済による支出 △191,720 △186,720 

社債の発行による収入 196,622 － 

社債の償還による支出 △50,000 △50,000 

財務活動によるキャッシュ・フロー 54,902 △226,720 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △24,597 2,786 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 55,015 △171,022 

現金及び現金同等物の期首残高 1,020,112 1,138,987 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,075,127 967,965 
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