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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

（注）平成19年３月期は決算期の変更により６ヶ月間の決算となっております。これに伴い、決算期が異なる為、平成20年３月期第２四半期対前期比増減率は記載してお
りません。  

(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2四半期 6,177 ― △15 ― △25 ― △39 ―
20年3月期第2四半期 8,356 ― 52 ― △61 ― △34 ―

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 △7.12 ―
20年3月期第2四半期 △6.09 ―

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 5,584 285 5.1 51.00
20年3月期 6,198 314 5.1 56.29

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  285百万円 20年3月期  314百万円

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  

詳細は平成20年10月31日付「業績予想および配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

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 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 13,200 △17.0 78 △54.9 56 ― 40 ― 7.26

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2四半期  6,050,000株 20年3月期  6,050,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  457,400株 20年3月期  456,800株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  5,592,600株 20年3月期第2四半期  5,593,200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．将来に関する記述等についてのご注意 
  本資料に記載されている業績の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。なお、業績予想に関する事項については、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
をご覧下さい。 
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 平成19年３月14日）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 平成19年３月14日）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２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
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 533,189 547,643

受取手形及び売掛金 2,729,271 3,325,087

商品及び製品 243,624 220,308

仕掛品 26,753 58,167

繰延税金資産 24,000 40,000

その他 24,271 30,344

貸倒引当金 △57,700 △70,300

流動資産合計 3,523,410 4,151,251

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,234,338 1,234,338

その他（純額） 192,520 190,673

有形固定資産合計 1,426,859 1,425,012

無形固定資産 5,746 2,910

投資その他の資産   

投資有価証券 475,591 464,580

その他 306,937 331,646

貸倒引当金 △154,474 △176,485

投資その他の資産合計 628,054 619,741

固定資産合計 2,060,660 2,047,665

資産合計 5,584,070 6,198,916

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,338,486 3,598,129

短期借入金 1,600,000 1,900,000

未払法人税等 3,609 5,786

賞与引当金 50,600 53,100

その他 109,421 143,920

流動負債合計 5,102,117 5,700,936

固定負債   

退職給付引当金 109,220 109,224

その他 87,485 73,959

固定負債合計 196,705 183,184

負債合計 5,298,822 5,884,120



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 500,000 500,000

資本剰余金 156,500 156,500

利益剰余金 △209,261 △169,459

自己株式 △171,814 △171,814

株主資本合計 275,424 315,226

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,822 △12

繰延ヘッジ損益 － △417

評価・換算差額等合計 9,822 △430

純資産合計 285,247 314,796

負債純資産合計 5,584,070 6,198,916



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 6,177,468

売上原価 5,487,097

売上総利益 690,371

販売費及び一般管理費  

役員報酬 17,180

給料及び手当 243,466

貸倒引当金繰入額 6,359

賞与引当金繰入額 50,600

退職給付費用 22,161

減価償却費 13,732

その他 352,292

販売費及び一般管理費合計 705,792

営業損失（△） △15,420

営業外収益  

受取利息及び配当金 2,273

投資有価証券運用益 1,261

仕入割引 6,105

その他 706

営業外収益合計 10,346

営業外費用  

支払利息 14,662

売上割引 4,931

その他 971

営業外費用合計 20,564

経常損失（△） △25,638

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,354

特別利益合計 3,354

税引前四半期純損失（△） △22,283

法人税、住民税及び事業税 1,632

法人税等調整額 15,885

法人税等合計 17,518

四半期純損失（△） △39,802



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純損失（△） △22,283

減価償却費 13,732

貸倒引当金の増減額（△は減少） △34,611

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） △4

受取利息及び受取配当金 △2,273

支払利息 14,662

投資有価証券運用損益(△は益) △1,261

売上債権の増減額（△は増加） 619,605

たな卸資産の増減額（△は増加） 8,098

仕入債務の増減額（△は減少） △259,642

未払消費税等の増減額（△は減少） △52,149

その他の資産の増減額（△は増加） 10,977

その他の負債の増減額（△は減少） 12,276

小計 304,625

利息及び配当金の受取額 2,532

利息の支払額 △16,077

法人税等の支払額 △1,937

営業活動によるキャッシュ・フロー 289,144

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 △50,000

定期預金の払戻による収入 50,000

有形固定資産の取得による支出 △350

投資有価証券の取得による支出 △180

その他 96

投資活動によるキャッシュ・フロー △434

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） △300,000

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △3,164

財務活動によるキャッシュ・フロー △303,164

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △14,454

現金及び現金同等物の期首残高 497,643

現金及び現金同等物の四半期末残高 483,189



　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　平成19年３月14日）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　平成19年３月14日）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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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