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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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1四半期 1,399 ― △10 ― 58 ― 28 ―

20年3月期第1四半期 1,364 11.2 113 106.4 139 273.0 70 225.4

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1四半期 479.68 ―

20年3月期第1四半期 3,537.60 ―

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1四半期 3,908 2,610 66.8 44,165.69
20年3月期 4,076 2,681 65.8 45,209.07

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  2,610百万円 20年3月期  2,681百万円

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 ― ― ― 1,450.00 1,450.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 2,000.00 2,000.00

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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2四半期累計期間 3,000 ― 300 ― 320 ― 176 ― 2,967.26
通期 6,660 11.0 700 △2.3 730 21.4 400 20.7 6,743.77

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（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。  

(2) 四半期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。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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1四半期  60,156株 20年3月期  60,156株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,051株 20年3月期  842株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  59,237株 20年3月期第1四半期  20,052株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記の業績予想は本資料の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、様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま 
す。なお、上記の業績予想に関する事項は、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  







５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,734,640 1,930,847

受取手形及び売掛金 1,073,771 1,059,233

原材料 50,399 93,795

仕掛品 12,628 1,020

その他 183,980 214,609

貸倒引当金 △3,967 △3,917

流動資産合計 3,051,453 3,295,590

固定資産   

有形固定資産 228,216 152,055

無形固定資産 17,582 18,596

投資その他の資産   

その他 612,539 611,694

貸倒引当金 △985 △985

投資その他の資産合計 611,554 610,709

固定資産合計 857,352 781,362

資産合計 3,908,805 4,076,952

負債の部   

流動負債   

買掛金 187,490 250,468

未払法人税等 6,589 140,107

賞与引当金 107,289 188,082

役員賞与引当金 5,750 23,000

その他 504,576 313,885

流動負債合計 811,696 915,542

固定負債   

退職給付引当金 382,871 374,667

その他 103,824 105,211

固定負債合計 486,695 479,878

負債合計 1,298,392 1,395,421

純資産の部   

株主資本   

資本金 795,475 795,475

資本剰余金 647,175 647,175

利益剰余金 1,234,232 1,291,822

自己株式 △66,469 △52,941

株主資本合計 2,610,413 2,681,530

純資産合計 2,610,413 2,681,530

負債純資産合計 3,908,805 4,076,952



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

売上高 1,399,041

売上原価 1,239,204

売上総利益 159,836

販売費及び一般管理費  

給料及び賞与 60,642

賞与引当金繰入額 6,664

役員賞与引当金繰入額 5,750

退職給付引当金繰入額 789

その他 96,399

販売費及び一般管理費合計 170,245

営業損失（△） △10,409

営業外収益  

受取利息 2,548

為替差益 66,786

その他 108

営業外収益合計 69,443

営業外費用  

自己株式買付手数料 147

営業外費用合計 147

経常利益 58,886

税引前四半期純利益 58,886

法人税、住民税及び事業税 2,229

法人税等調整額 28,242

法人税等合計 30,471

四半期純利益 28,415



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 

 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 58,886

減価償却費 8,937

貸倒引当金の増減額（△は減少） 50

賞与引当金の増減額（△は減少） △80,792

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,203

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,250

受取利息 △2,548

為替差損益（△は益） △62,831

売上債権の増減額（△は増加） △14,538

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,788

仕入債務の増減額（△は減少） △62,977

前受金の増減額（△は減少） 33,579

預り金の増減額（△は減少） 53,472

その他 19,777

小計 △26,240

利息の受取額 1,961

法人税等の支払額 △130,756

営業活動によるキャッシュ・フロー △155,035

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 △4,058

その他 49

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,009

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △86,068

自己株式の取得による支出 △13,527

財務活動によるキャッシュ・フロー △99,596

現金及び現金同等物に係る換算差額 62,497

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △196,144

現金及び現金同等物の期首残高 1,930,356

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,734,212
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