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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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 ％

21年3月期第2四半期 6,901 1.6 500 8.8 529 7.6 301 10.6
20年3月期第2四半期 6,792 18.2 459 52.4 491 44.6 272 40.3

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

21年3月期第2四半期 60.65 ―

20年3月期第2四半期 54.83 ―

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

21年3月期第2四半期 8,549 6,286 73.5 1,264.62
20年3月期 8,362 6,096 72.9 1,226.29

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  6,286百万円 20年3月期  6,096百万円

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

20年3月期 ― 7.00 ― 10.00 17.00
21年3月期 ― 8.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 9.00 17.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

通期 14,110 △0.8 785 △5.4 875 △1.5 495 △4.2 99.58

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） 

（注）詳細は、３ページ「定性的情報・財務諸表等」４．その他をご覧ください。  

(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、その他の特記事項 
１．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、３ページ「定性的情報・
財務諸表等」の「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第
14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  5,225,008株 20年3月期  5,225,008株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  254,128株 20年3月期  253,368株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  4,971,701株 20年3月期第2四半期  4,971,640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２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,793,990 1,440,419

受取手形及び売掛金 2,894,335 3,151,186

商品及び製品 162,438 172,948

仕掛品 22,740 21,767

原材料及び貯蔵品 34,050 33,837

その他 100,197 84,335

貸倒引当金 △742 △791

流動資産合計 5,007,009 4,903,703

固定資産   

有形固定資産 2,458,361 2,353,648

無形固定資産   

その他 19,960 21,515

無形固定資産合計 19,960 21,515

投資その他の資産 1,063,939 1,083,134

固定資産合計 3,542,261 3,458,297

資産合計 8,549,271 8,362,001

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,095,106 1,138,467

未払法人税等 229,473 176,154

賞与引当金 100,408 101,671

役員賞与引当金 15,150 30,280

その他 280,875 295,663

流動負債合計 1,721,013 1,742,236

固定負債   

退職給付引当金 362,205 349,495

役員退職慰労引当金 109,500 105,800

その他 70,261 67,790

固定負債合計 541,967 523,085

負債合計 2,262,980 2,265,322



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,077,895 1,077,895

資本剰余金 980,562 980,327

利益剰余金 4,183,873 3,932,053

自己株式 △68,207 △67,523

株主資本合計 6,174,123 5,922,752

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 166,651 185,397

為替換算調整勘定 △54,484 △11,471

評価・換算差額等合計 112,166 173,926

純資産合計 6,286,290 6,096,678

負債純資産合計 8,549,271 8,362,001



（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）

当第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) 

売上高 6,901,382

売上原価 5,323,243

売上総利益 1,578,138

販売費及び一般管理費 1,078,021

営業利益 500,117

営業外収益  

受取利息 2,849

受取配当金 10,534

仕入割引 12,647

その他 13,343

営業外収益合計 39,374

営業外費用  

支払利息 454

持分法による投資損失 8,664

その他 892

営業外費用合計 10,012

経常利益 529,480

特別損失  

固定資産除却損 3,491

投資有価証券評価損 14,658

その他 2,200

特別損失合計 20,349

税金等調整前四半期純利益 509,130

法人税、住民税及び事業税 198,819

法人税等調整額 8,774

法人税等合計 207,593

四半期純利益 301,536



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第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) 

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 509,130

減価償却費 134,167

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,883

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,710

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,700

受取利息及び受取配当金 △16,121

支払利息 454

為替差損益（△は益） △1,324

持分法による投資損益（△は益） 8,664

固定資産除却損 3,491

投資有価証券評価損益（△は益） 14,658

売上債権の増減額（△は増加） 222,378

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,949

仕入債務の増減額（△は減少） △18,690

その他 △37,818

小計 836,468

利息及び配当金の受取額 18,999

利息の支払額 △454

法人税等の支払額 △144,277

営業活動によるキャッシュ・フロー 710,735

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 △225,411

投資有価証券の取得による支出 △55,323

貸付けによる支出 △1,800

貸付金の回収による収入 5,012

その他 3,548

投資活動によるキャッシュ・フロー △273,974

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △874

自己株式の売却による収入 424

配当金の支払額 △49,901

財務活動によるキャッシュ・フロー △50,350

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32,839

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 353,571

現金及び現金同等物の期首残高 1,440,419

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,793,990
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