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1.  平成21年9月期第1四半期の業績（平成20年10月1日～平成20年12月31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9月期第1四半期 810 ― △134 ― △129 ― △635 ―
20年9月期第1四半期 1,883 ― 247 ― 253 ― 152 ―

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9月期第1四半期 △116.28 ―
20年9月期第1四半期 27.85 ―

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9月期第1四半期 6,514 4,963 76.2 908.98
20年9月期 7,679 5,642 73.5 1,033.17

（参考） 自己資本   21年9月期第1四半期  4,963百万円 20年9月期  5,642百万円

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9月期 ― 8.50 ― 8.50 17.00
21年9月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年9月期（予想） ――― 5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成21年9月期の業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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 2,250 ― △6 ― 4 ― △7 ― △1.28
通期 4,300 △30.2 35 △93.3 55 89.7 33 △78.0 6.04

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、２頁「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。  

(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、２頁「定性的情報・財務諸表等 ４．その他」をご覧下さい。  

(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9月期第1四半期  5,491,490株 20年9月期  5,491,490株
② 期末自己株式数 21年9月期第1四半期  30,634株 20年9月期  30,574株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年9月期第1四半期  5,460,911株 20年9月期第1四半期  5,485,463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．上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業績の変化等によ
り上記予想数値と異なる場合があります。 
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。  
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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12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,484,356 1,834,982

受取手形及び売掛金 1,071,089 1,468,070

有価証券 501,350 500,850

製品 425,196 389,880

原材料 103,779 106,835

仕掛品 516,160 471,886

その他 57,126 89,877

流動資産合計 4,159,058 4,862,383

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 863,848 875,770

その他（純額） 757,826 756,135

有形固定資産合計 1,621,674 1,631,905

無形固定資産 43,022 31,878

投資その他の資産   

関係会社株式 733,611 1,194,081

その他 67,842 69,566

貸倒引当金 △7,931 △7,931

関係会社投資損失引当金 △102,389 △102,389

投資その他の資産合計 691,133 1,153,327

固定資産合計 2,355,831 2,817,111

資産合計 6,514,889 7,679,494

負債の部   

流動負債   

買掛金 887,685 1,177,589

未払法人税等 1,790 129,734

賞与引当金 － 108,620

その他 567,316 533,977

流動負債合計 1,456,792 1,949,921

固定負債   

役員退職慰労引当金 71,736 71,484

その他 22,560 16,009

固定負債合計 94,297 87,493

負債合計 1,551,089 2,037,415
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 963,230 963,230

資本剰余金 1,352,321 1,352,321

利益剰余金 2,659,177 3,340,616

自己株式 △17,070 △17,055

株主資本合計 4,957,659 5,639,113

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 6,141 2,965

評価・換算差額等合計 6,141 2,965

純資産合計 4,963,800 5,642,079

負債純資産合計 6,514,889 7,679,494
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（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10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 810,087

売上原価 676,340

売上総利益 133,747

販売費及び一般管理費 267,812

営業損失（△） △134,065

営業外収益  

受取利息 1,584

受取賃貸料 2,494

その他 1,835

営業外収益合計 5,914

営業外費用  

売上割引 229

減価償却費 230

租税公課 525

その他 172

営業外費用合計 1,157

経常損失（△） △129,309

特別損失  

投資有価証券評価損 4,963

関係会社株式評価損 460,470

特別損失合計 465,433

税引前四半期純損失（△） △594,743

法人税、住民税及び事業税 932

法人税等調整額 39,345

法人税等合計 40,278

四半期純損失（△） △635,021
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（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10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  

税引前四半期純損失（△） △594,743

減価償却費 26,248

賞与引当金の増減額（△は減少） △108,620

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 252

受取利息及び受取配当金 △1,584

投資有価証券評価損益（△は益） 4,963

関係会社株式評価損 460,470

売上債権の増減額（△は増加） 396,980

たな卸資産の増減額（△は増加） △76,379

仕入債務の増減額（△は減少） △289,904

その他 19,984

小計 △162,330

利息及び配当金の受取額 2,673

法人税等の支払額 △125,189

営業活動によるキャッシュ・フロー △284,847

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 △22,495

投資有価証券の取得による支出 △598

投資活動によるキャッシュ・フロー △23,094

財務活動によるキャッシュ・フロー  

リース債務の返済による支出 △358

自己株式の取得による支出 △14

配当金の支払額 △42,310

財務活動によるキャッシュ・フロー △42,684

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △350,625

現金及び現金同等物の期首残高 1,834,982

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,484,356
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