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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 4,291 △14.9 △429 ― △412 ― △247 ―
21年3月期第1四半期 5,045 ― 343 ― 298 ― 170 ―

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 △39.32 ―
21年3月期第1四半期 27.16 ―

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 21,024 13,548 64.4 2,155.04
21年3月期 23,014 13,844 60.2 2,202.12

（参考） 自己資本  22年3月期第1四半期  13,548百万円 21年3月期  13,844百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
22年3月期 ―
22年3月期 
（予想）

15.00 ― 15.00 30.00

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

9,100 △11.8 △140 ― △140 ― △160 ― △25.45

通期 18,500 △11.7 390 49.6 380 28.6 220 ― 34.99
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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  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） 

(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 
１．本資料に記載されている業績見通し等将来に関する記述は、当社が発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は
今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっては、３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】をご覧ください。 
２．平成21年５月12日発表の連結業績予想を修正しておりません。 

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 6,400,000株 21年3月期 6,400,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期 112,902株 21年3月期 112,902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 6,287,098株 21年3月期第1四半期 6,287,154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 802,229 836,535
受取手形及び売掛金 6,679,964 7,836,057
商品及び製品 771,706 819,748
仕掛品 366,807 435,166
原材料及び貯蔵品 2,962,870 3,757,890
繰延税金資産 337,566 148,653
その他 81,104 115,962
貸倒引当金 △36,681 △43,500
流動資産合計 11,965,567 13,906,513

固定資産   
有形固定資産   
建物及び構築物（純額） 1,422,048 1,449,211
機械装置及び運搬具（純額） 1,302,870 1,378,630
土地 5,413,825 5,413,825
建設仮勘定 6,868 4,716
その他（純額） 29,760 31,243
有形固定資産合計 8,175,375 8,277,627

無形固定資産   
のれん 80,750 85,500
その他 144,719 151,365
無形固定資産合計 225,469 236,865

投資その他の資産   
投資有価証券 414,436 336,934
前払年金費用 150,493 150,428
その他 110,298 212,487
貸倒引当金 △16,963 △105,948
投資その他の資産合計 658,264 593,902

固定資産合計 9,059,108 9,108,395

資産合計 21,024,675 23,014,908
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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 2,464,595 2,960,687
短期借入金 3,750,000 4,900,000
未払法人税等 52 19,801
賞与引当金 61,798 144,896
役員賞与引当金 6,250 25,000
その他 600,885 544,250
流動負債合計 6,883,581 8,594,635

固定負債   
繰延税金負債 308,959 272,682
退職給付引当金 39,054 38,440
役員退職慰労引当金 243,307 263,440
その他 814 778
固定負債合計 592,135 575,341

負債合計 7,475,717 9,169,977
純資産の部   
株主資本   
資本金 1,290,800 1,290,800
資本剰余金 1,207,310 1,207,310
利益剰余金 11,053,242 11,394,737
自己株式 △65,266 △65,266
株主資本合計 13,486,085 13,827,581

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 62,872 17,349
評価・換算差額等合計 62,872 17,349

純資産合計 13,548,958 13,844,931

負債純資産合計 21,024,675 23,014,908
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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 5,045,720 4,291,537
売上原価 4,054,368 4,108,175
売上総利益 991,351 183,362
販売費及び一般管理費 647,766 612,386
営業利益又は営業損失（△） 343,584 △429,024
営業外収益   
受取利息 537 101
受取配当金 3,781 2,241
為替差益 － 13,426
その他 6,433 11,637
営業外収益合計 10,751 27,407

営業外費用   
支払利息 7,076 8,774
為替差損 47,140 －
その他 1,953 1,712
営業外費用合計 56,170 10,486

経常利益又は経常損失（△） 298,165 △412,104
特別利益   
固定資産売却益 49 －
貸倒引当金戻入額 1,078 7,259
特別利益合計 1,127 7,259

特別損失   
固定資産除却損 1,933 291
特別損失合計 1,933 291

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（△） 297,359 △405,136

法人税、住民税及び事業税 88,394 3,561
法人税等調整額 38,200 △161,509
法人税等合計 126,594 △157,947

四半期純利益又は四半期純損失（△） 170,765 △247,188
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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（△） 297,359 △405,136

減価償却費 117,493 119,813
のれん償却額 － 4,750
貸倒引当金の増減額（△は減少） 688 △95,803
賞与引当金の増減額（△は減少） △74,436 △83,097
役員賞与引当金の増減額（△は減少） △18,750 △18,750
退職給付引当金の増減額（△は減少） △3,430 613
前払年金費用の増減額（△は増加） △11,468 △64
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △130,210 △20,132
受取利息及び受取配当金 △4,318 △2,343
その他の収入 △118 318
支払利息 7,076 8,774
固定資産売却損益（△は益） △49 －
固定資産除却損 1,933 291
売上債権の増減額（△は増加） △220,501 1,156,093
たな卸資産の増減額（△は増加） △1,558,148 911,420
仕入債務の増減額（△は減少） 680,074 △496,092
その他 176,799 265,214
小計 △740,004 1,345,867
利息及び配当金の受取額 4,306 2,367
利息の支払額 △7,683 △8,001
法人税等の支払額 △267,816 △31,768
営業活動によるキャッシュ・フロー △1,011,197 1,308,464

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 △22,339 △92,887
有形固定資産の売却による収入 114 －
無形固定資産の取得による支出 △154 △2,454
投資有価証券の取得による支出 △898 △897
その他 250 131
投資活動によるキャッシュ・フロー △23,027 △96,108

財務活動によるキャッシュ・フロー   
短期借入れによる収入 1,050,000 200,000
短期借入金の返済による支出 － △1,350,000
配当金の支払額 △79,471 △96,662
自己株式の取得による支出 △25 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 970,503 △1,246,662

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △63,722 △34,306
現金及び現金同等物の期首残高 771,203 836,535
現金及び現金同等物の四半期末残高 707,481 802,229
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