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

21年3月期第1四半期 1,805 ― 42 ― 44 ― 51 ―
20年3月期第1四半期 1,680 11.4 79 206.1 81 181.2 45 219.7

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 9.51 ―
20年3月期第1四半期 10.80 10.79

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 4,689 3,795 80.9 696.70
20年3月期 5,005 3,921 78.3 717.08

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,794百万円 20年3月期  3,920百万円

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 ― 0.00 ― 30.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 30.00 30.00

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 3,833 10.1 162 △7.7 164 △11.5 91 △6.9 16.82
通期 8,110 12.4 525 14.5 520 9.1 290 11.1 53.04

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） 

詳細は４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） 

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】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
 
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。 
 
３．株式分割に伴う１株当たり数値の遡及修正 
平成１９年１２ 月３１ 日（但し、当日、前日及び前々日は株主名簿管理人の休業日につき、実質上は平成１９年１２ 月２８日）の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記
載または記録された株主に対し、平成２０年１月１日付で、その所有する株式１株を１．３株に分割しました。その結果、発行済株式総数は分割前の４,２２１,３６０株から、
分割後は５,４８７,７６８株となりました。当該分割が前連結会計年度の開始日（平成１９年４月１日）に行われたと仮定した場合の、前年第１四半期における１株当たり情報
は以下の通りです。 
 
                            平成２０年３月期第１四半期 
１株当たり四半期純利益                  ８ 円３１銭 
潜在株式調整後1株当たり四半期純利益        ８ 円３０銭 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  5,487,768株 20年3月期  5,487,768株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  41,538株 20年3月期  19,820株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  5,457,011株 20年3月期第1四半期  4,206,193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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,646,277 2,055,181

受取手形及び売掛金 931,442 973,987

有価証券 699,527 499,913

仕掛品 40,256 26,248

その他 201,315 214,547

貸倒引当金 △83 △83

流動資産合計 3,518,736 3,769,795

固定資産   

有形固定資産   

建物 201,760 198,140

減価償却累計額 △106,342 △104,481

建物（純額） 95,417 93,658

土地 179,875 179,875

その他 129,560 121,927

減価償却累計額 △89,925 △83,651

その他（純額） 39,635 38,276

有形固定資産合計 314,928 311,810

無形固定資産   

のれん 29,400 －

その他 57,867 43,828

無形固定資産合計 87,267 43,828

投資その他の資産   

投資有価証券 447,487 452,409

その他 321,143 428,049

投資その他の資産合計 768,630 880,459

固定資産合計 1,170,826 1,236,098

資産合計 4,689,562 5,005,894

負債の部   

流動負債   

買掛金 181,140 184,429

未払法人税等 8,523 120,767

賞与引当金 173,100 330,449

その他 366,772 253,565

流動負債合計 729,537 889,211

固定負債   

退職給付引当金 48,996 50,759

役員退職慰労引当金 115,118 143,523

その他 650 650
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

固定負債合計 164,765 194,933

負債合計 894,302 1,084,144

純資産の部   

株主資本   

資本金 491,031 491,031

資本剰余金 499,678 499,678

利益剰余金 2,826,284 2,938,417

自己株式 △32,449 △14,934

株主資本合計 3,784,543 3,914,191

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,767 5,251

為替換算調整勘定 4,094 1,504

評価・換算差額等合計 9,862 6,755

少数株主持分 854 801

純資産合計 3,795,259 3,921,749

負債純資産合計 4,689,562 5,005,894
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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）

当第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) 

売上高 1,805,436

売上原価 1,534,511

売上総利益 270,925

販売費及び一般管理費  

給料手当及び賞与 51,308

役員報酬 44,950

賞与引当金繰入額 8,673

退職給付費用 3,474

役員退職慰労引当金繰入額 1,400

その他 118,410

販売費及び一般管理費合計 228,218

営業利益 42,707

営業外収益  

受取利息 5,321

保険代理店事業譲渡益 2,000

その他 1,121

営業外収益合計 8,442

営業外費用  

投資事業組合運用損 6,175

その他 230

営業外費用合計 6,405

経常利益 44,744

特別利益  

過年度通勤費 50,392

特別利益合計 50,392

税金等調整前四半期純利益 95,136

法人税、住民税及び事業税 4,474

法人税等調整額 38,747

法人税等合計 43,222

少数株主利益 9

四半期純利益 51,905
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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）

当第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) 

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 95,136

減価償却費 8,206

引当金の増減額（△は減少） △187,516

受取利息及び受取配当金 △5,531

投資事業組合運用損益（△は益） 6,175

過年度通勤費 △50,392

売上債権の増減額（△は増加） 42,545

たな卸資産の増減額（△は増加） △14,007

仕入債務の増減額（△は減少） △3,288

その他 153,380

小計 44,708

利息及び配当金の受取額 4,232

法人税等の支払額 △114,339

営業活動によるキャッシュ・フロー △65,398

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の取得による支出 △100,099

有形固定資産の取得による支出 △7,041

無形固定資産の取得による支出 △17,767

保険積立金の払戻による収入 5,953

投資有価証券の取得による支出 △100,183

子会社株式の取得による支出 △29,400

その他 699

投資活動によるキャッシュ・フロー △247,837

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △16,853

自己株式の取得による支出 △17,626

配当金の支払額 △164,074

財務活動によるキャッシュ・フロー △198,553

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,590

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △509,199

現金及び現金同等物の期首残高 1,840,120

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,330,920
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