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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12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 ％

21年3月期第3四半期 15,621 ― 819 ― 888 ― 510 ―
20年3月期第3四半期 14,365 2.3 752 6.2 865 2.5 472 △3.2

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3四半期 36.34 ―
20年3月期第3四半期 33.65 ―

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3四半期 20,969 16,590 79.1 1,180.66
20年3月期 20,660 16,615 80.4 1,182.45

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  16,590百万円 20年3月期  16,615百万円

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  有  

    21年３月期 期末配当金の内訳  普通配当９円00銭、記念配当５円00銭  

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 ― 10.00 ― 9.00 19.00
21年3月期 ― 10.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 14.00 24.00

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  無  

   詳細は、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」をご覧下さい。  

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 19,500 4.5 1,040 20.6 1,150 17.0 640 23.0 45.54

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  

詳細は、３ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。  

(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） 

詳細は、３ページ「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 
 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3四半期  14,056,198株 20年3月期  14,056,198株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  4,665株 20年3月期  4,237株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  14,051,764株 20年3月期第3四半期  14,052,316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３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,415,385 3,634,500

受取手形及び売掛金 5,428,029 4,222,668

有価証券 100,113 101,195

商品 158,890 131,672

製品 1,208,658 1,274,248

原材料 1,408,585 997,135

貯蔵品 29,586 34,985

繰延税金資産 91,830 92,621

その他 120,504 121,690

貸倒引当金 △3,200 △2,100

流動資産合計 10,958,384 10,608,618

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,763,401 2,677,971

機械装置及び運搬具（純額） 1,643,423 1,435,700

土地 2,388,603 2,381,036

建設仮勘定 74,120 93,526

その他（純額） 94,949 95,744

有形固定資産合計 6,964,498 6,683,979

無形固定資産 62,058 77,534

投資その他の資産   

投資有価証券 2,249,746 2,699,363

繰延税金資産 377,961 244,988

その他 367,428 347,109

貸倒引当金 △20,012 △15,856

投資その他の資産合計 2,975,123 3,275,605

固定資産合計 10,001,681 10,037,119

繰延資産 9,405 14,946

資産合計 20,969,471 20,660,684



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,235,746 1,821,813

短期借入金 309,668 241,344

1年内返済予定の長期借入金 331,481 343,686

未払法人税等 120,780 209,281

未払消費税等 7,787 57,458

賞与引当金 45,857 122,540

役員賞与引当金 27,405 －

その他 520,145 389,950

流動負債合計 3,598,870 3,186,075

固定負債   

長期借入金 260,000 445,500

繰延税金負債 28,108 －

退職給付引当金 340,036 265,718

長期未払金 144,531 139,136

その他 7,783 8,563

固定負債合計 780,459 858,918

負債合計 4,379,330 4,044,994

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,617,642 3,617,642

資本剰余金 3,414,133 3,414,146

利益剰余金 9,634,357 9,492,081

自己株式 △5,224 △4,806

株主資本合計 16,660,908 16,519,065

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △118,369 36,773

為替換算調整勘定 47,601 59,850

評価・換算差額等合計 △70,768 96,624

純資産合計 16,590,140 16,615,689

負債純資産合計 20,969,471 20,660,684



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 15,621,565

売上原価 12,430,441

売上総利益 3,191,124

販売費及び一般管理費 2,371,515

営業利益 819,608

営業外収益  

受取利息 11,394

受取配当金 53,026

受取賃貸料 9,927

その他 47,104

営業外収益合計 121,452

営業外費用  

支払利息 16,822

為替差損 23,288

その他 12,821

営業外費用合計 52,932

経常利益 888,127

特別損失  

固定資産除却損 3,405

投資有価証券評価損 34,701

その他 60

特別損失合計 38,166

税金等調整前四半期純利益 849,961

法人税等 339,358

四半期純利益 510,602



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 5,263,422

売上原価 4,168,298

売上総利益 1,095,124

販売費及び一般管理費 805,204

営業利益 289,919

営業外収益  

受取利息 3,563

受取配当金 14,615

受取賃貸料 3,841

その他 15,072

営業外収益合計 37,093

営業外費用  

支払利息 4,737

為替差損 16,219

その他 3,935

営業外費用合計 24,893

経常利益 302,120

特別損失  

固定資産除却損 23

投資有価証券評価損 11,951

特別損失合計 11,974

税金等調整前四半期純利益 290,145

法人税等 109,960

四半期純利益 180,185



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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 849,961

減価償却費 480,708

退職給付引当金の増減額（△は減少） 74,239

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,256

賞与引当金の増減額（△は減少） △76,683

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 27,405

受取利息及び受取配当金 △64,420

支払利息 16,822

為替差損益（△は益） 18,514

有形固定資産除却損 3,405

有価証券売却損益（△は益） △402

投資有価証券評価損益（△は益） 34,701

売上債権の増減額（△は増加） △1,163,880

たな卸資産の増減額（△は増加） △331,311

その他の流動資産の増減額（△は増加） 6

その他の固定資産の増減額（△は増加） △20,682

仕入債務の増減額（△は減少） 366,539

未払消費税等の増減額（△は減少） △51,570

長期未払金の増減額（△は減少） △1,080

その他の流動負債の増減額（△は減少） 38,648

その他の固定負債の増減額（△は減少） △780

その他 5,717

小計 211,113

利息及び配当金の受取額 64,434

利息の支払額 △15,988

法人税等の支払額 △434,016

営業活動によるキャッシュ・フロー △174,457

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 △2,133,045

定期預金の払戻による収入 2,018,027

有価証券の取得による支出 △199,990

有価証券の売却による収入 201,288

有形固定資産の取得による支出 △736,140

無形固定資産の取得による支出 △3,152

投資有価証券の取得による支出 △5,290

投資有価証券の売却による収入 110,310

その他 493

投資活動によるキャッシュ・フロー △747,498



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12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） 14,236

長期借入金の返済による支出 △197,705

自己株式の取得による支出 △617

自己株式の売却による収入 167

配当金の支払額 △235,817

財務活動によるキャッシュ・フロー △419,735

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,022

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,360,713

現金及び現金同等物の期首残高 2,583,273

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 26,580

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,249,140
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