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１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　：　有

法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

引当金の計上基準等に一部簡便的な方法を採用しております。

その他影響額が僅少なものについても一部簡便的な方法を採用しております。

②　最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　：　無

③　連結及び持分法の適用範囲の異動の有無　　　　　　　：　無

 

２．平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年12月31日）

(1）経営成績（連結）の進捗状況 （記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期第３四半期 34,183 (△9.1) 2,257 (2.7) 2,290 (△0.2) 1,350 (52.2)

18年３月期第３四半期 37,590 ( 2.2) 2,197 (△22.3) 2,294 (△20.2) 886 (△50.5)

（参考）18年３月期 47,059  1,462  1,575  379  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年３月期第３四半期 113 48 － －

18年３月期第３四半期 72 86 － －

（参考）18年３月期 30 29 － －

　（注）売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期におけるわが国経済は、企業の生産や輸出の増加に加えて設備投資も堅調であり、個人消費については伸

び悩みはあるものの増加基調であることに加え、雇用環境が改善していることで景気は緩やかに拡大しております。一方、

食品業界は、同業各社との競争の激化や業界の再編等、依然業界を取り巻く環境は不透明な状況が続いております。また、

輸入再開された米国産牛肉は、その安全性に対する懸念から輸入制限措置が講じられ、この結果として品薄感や価格の高

騰を招く等、市場環境の改善には至っておりません。

　このような環境のもと、当社グループでは、当連結会計年度より当社グループの強みをもっとも発揮できる事業分野に

経営資源を集中すべく、業績の向上に努めております。

　当社グループの当四半期の業績は、売上高においては、冷凍食品事業の売却による売上高の減少、競合の激化、市場の

停滞等の影響を受け、341億83百万円（前年同期比9.1％減）に留まりました。しかし、平成18年10月～12月の期間売上高

は回復傾向を見せており、当中間連結会計期間と比較した場合、前年同期比の減少幅は縮小しております。一方、利益面

におきましては、当連結会計年度初めより、販売費及び一般管理費を中心とする全社的なコスト削減を推進したことで、

売上高の減少、原料・包装材料等の値上げによる売上原価の上昇を吸収し、営業利益は22億57百万円（前年同期比2.7％

増）となりました。また、営業外収益として計上した保険金解約金が前年同期より減少したことにより、経常利益は22億

90百万円（前年同期比0.2％減）となりましたが、四半期純利益は、前連結会計年度に計上した減損損失がないことから、

13億50百万円（前年同期比52.2％増）となりました。
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　なお、当社グループでは、平成18年３月31日付で、株式会社日本冷食の全株式をサンマルコ食品株式会社へ譲渡するこ

とにより、冷凍食品事業の売却を行っております。そこで、前年同期実績より冷凍食品事業を除いた、継続事業ベースで

前年同期比較を行うと以下のとおりとなります。

売上高　　　　前年同期比　  0.3％減

営業利益　　　前年同期比　  7.6％減

経常利益　　　前年同期比　  9.4％減

四半期純利益　前年同期比　 11.5％減

　継続事業ベースのセグメント別業績概況は以下のとおりとなります。

 

（食品事業）

　食品事業の主力である「たれ及びたれ関連事業」売上高のうち、『キムチ鍋の素』『担々ごま鍋の素』等の鍋物調味料

が、市場の活性化に加え、平成18年８月の新商品、リニューアル商品の投入ならびに重点的な販売促進活動の実施が奏功

し、引き続き好調に推移しました。肉まわり調味料においては、市場が若干の改善傾向を示し、平成18年８月にリニュー

アルした『生姜焼のたれ』が売上高を伸ばしたこともあり、平成18年10月～12月の期間売上高は前年同期を上回ったもの

の、当中間連結会計期間までの減少をカバーするには至らず、当第３四半期までの累計では、前年同期売上高を確保する

ことができませんでした。同じく、野菜まわり調味料においても、夏場以降の青果価格が落ち着きを取り戻したことによ

り、平成18年10月～12月の期間売上高は前年同期を上回りましたが、春先の天候不順に起因する青果価格の高騰の影響や

平成18年２月に投入した『サラダ漬けの素』が目標販売金額に届かなかったこと等のマイナス要因により、当第３四半期

までの累計では、前年同期売上高を下回りました。また、業務用商品においては、外食業界において若干回復傾向が見え

るものの、販売及び価格競争は激しさを増しており、スープ関連商品の中には、一部、売上高が堅調に推移した商品もあ

りましたが、前年同期売上高を上回ることはできませんでした。

　一方、たれ及びたれ関連以外の「食品事業」におきましては、『横濱舶来亭』（カレーフレーク）や『こんにゃくと海

藻のサラダ』等の既存商品が好調に推移いたしました。また、平成18年９月に当社グループの中長期的な事業展開を見据

え投入した、『エバラ おいしい キムチ』も売上高に貢献し、前年同期売上高を上回る実績を残しました。

（その他事業）

　その他事業は、広告宣伝事業が競争の激化により前年同期実績を下回りましたが、物流事業及び人材派遣事業は新規顧

客開拓が功を奏し、引き続き、堅調に売上高を維持したことにより、その他事業全体として前年同期の売上高を上回る実

績となりました。

  売上高の内訳は以下のとおりとなります。なお、前年同期比は、株式会社日本冷食における冷凍食品事業を除いた継

続事業ベースで比較しております。

事業名称
   当四半期  

　売上高実績

 前年同四半期　

売上高実績
前年同期比

    百万円 　 百万円

　　 ％

　　　

　　　

 食品事業 30,790 31,107 △1.0

 
 たれ及びたれ関連事業

 （家庭用・業務用のたれ・たれ関連調味料の製造販売） 29,508 29,879 △1.2

 
 食品事業

 （家庭用・業務用のたれ以外の食品の製造販売） 1,282 1,227 4.4

 その他事業（広告宣伝事業、人材派遣事業、物流事業） 3,392 3,187 6.4

 

  なお、当社グループにおきましては、当連結会計年度より食品事業のサブセグメントを上記のとおり改めております。

ご参考までに、当第３四半期の売上高の内訳を前連結会計年度までの家庭用、業務用に分けたサブセグメントで継続開

示致しますと以下のとおりとなります。
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事業名称及び製品群名 当四半期売上高実績 前年同四半期売上高実績 前年同期比

                 百万円            百万円         ％

 食品事業 30,790 31,107 △1.0

  家庭用商品 23,998 24,144 △0.6

  肉まわり調味料群 12,734 12,950 △1.7

  鍋物調味料群 7,127 6,773 5.2

  野菜まわり調味料群 3,249 3,623 △10.3

  その他群 887 796 11.3

  業務用商品 6,791 6,962 △2.5

   肉まわり調味料群 2,113 2,192 △3.6

   スープ群 2,862 2,918 △1.9

   その他群 1,816 1,851 △1.9

 その他事業 3,392 3,187 6.4

(2）財政状態（連結）の変動状況

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

19年３月期第３四半期 30,870 18,934 61.3 1,592 57

18年３月期第３四半期 31,210 18,783 60.2 1,560 06

（参考）18年３月期 27,807 18,132 65.2 1,516 59

【連結キャッシュ・フローの状況】

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

現金及び現金同等物期末残
高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年３月期第３四半期 △9 △1,444 △268 3,225

18年３月期第３四半期 △1,755 △49 △389 2,749

（参考）18年３月期 987 △571 △433 4,946

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］

　当第３四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ17億20百万円減少

し、32億25百万円となりました。

　当第３四半期における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、使用した資金は９百万円となりました。これは税金等調整前四半期純利益22億97百万円を計上し、仕

入債務の増加額が10億16百万円であったものの、売上債権の増加額が40億96百万円であったことが主な原因であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、使用した資金は14億44百万円となりました。これは主に工場への設備投資を行ったことによるもので

あります。
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（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、使用した資金は２億68百万円となりました。これは主に配当金の支払額３億21百万円によるものであ

ります。

３．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

通期 43,566 1,246 573

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　48円 26銭

［業績予想（連結）に関する定性的情報等］

　当社グループ第４四半期（１月～３月期）におきましては、製品原価率の高い製品の売上高構成比の上昇による売上原

価率の増加に加え、市場の活性化及び販売拡大を目的とした新商品の２月～３月発売に伴う拡販費・宣伝費等の先行投入

のため、毎期、販売費及び一般管理費比率が上昇する傾向にあります。また、現在のところ、当第４四半期における市場

環境、新商品販売動向等が一部不確定な状況にあります。従いまして、当第３四半期業績は、経常利益、当期純利益とも、

平成18年５月11日に発表しております平成19年３月期通期業績予想を上回っておりますが、現段階におきましては、本見

通しに変更はありません。今後、状況を精査し、業績予想変更の必要性が生じた場合には速やかに発表させていただきま

す。

　なお、業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要

因に係る本資料発表日現在における仮定を前提にしております。実際の業績は今後様々な要因によって異なる可能性があ

ります。

○　添付資料

（要約）四半期連結貸借対照表、（要約）四半期連結損益計算書等

以上
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１．（要約）四半期連結貸借対照表

科目

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期末）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）

平成18年３月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金及び預金 3,595,555 4,599,665 6,554,312

受取手形及び売掛金 11,092,692 11,591,146 6,996,093

たな卸資産 1,385,550 1,564,095 1,472,330

その他 3,742,791 1,918,943 1,575,809

貸倒引当金 △23,526 △33,134 △17,635

流動資産合計 19,793,063 19,640,715 152,347 0.8 16,580,910

Ⅱ　固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,834,621 3,339,119 3,023,276

土地 3,143,854 3,003,872 2,965,920

その他 1,529,995 1,617,415 1,544,047

有形固定資産合計 7,508,471 7,960,407 △451,935 △5.7 7,533,244

無形固定資産 406,474 520,258 △113,783 △21.9 491,958

投資その他の資産

投資有価証券 1,459,240 1,408,519 1,624,545

長期貸付金 7,515 5,534 4,705

その他 1,788,717 1,764,883 1,657,276

貸倒引当金 △92,955 △89,995 △84,654

投資その他の資産合計 3,162,517 3,088,941 73,576 2.4 3,201,873

固定資産合計 11,077,463 11,569,606 △492,142 △4.3 11,227,076

資産合計 30,870,526 31,210,322 △339,795 △1.1 27,807,987
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科目

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期末）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）

平成18年３月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

支払手形及び買掛金 6,067,986 6,416,912 5,051,813

短期借入金 416,667 675,067 270,268

１年以内返済長期借入
金

－ 57,000 －

未払金 749,774 828,983 1,036,022

販売促進引当金 614,941 558,028 406,237

その他 1,521,870 1,279,439 589,827

流動負債合計 9,371,240 9,815,430 △444,190 △4.5 7,354,170

Ⅱ　固定負債

長期借入金 － 185,250 －

退職給付引当金 1,936,450 1,799,009 1,700,241

役員退職慰労引当金 463,114 447,146 471,044

その他 164,827 179,859 149,619

固定負債合計 2,564,392 2,611,266 △46,873 △1.8 2,320,905

負債合計 11,935,633 12,426,696 △491,063 △4.0 9,675,076

（資本の部）

資本金 － 1,387,136 － － 1,387,136

資本剰余金 － 1,655,226 － － 1,655,317

利益剰余金 － 15,867,826 － － 15,359,033

その他有価証券評価差額
金

－ 409,313 － － 398,396

為替換算調整勘定 － 15,121 － － 35,422

自己株式 － △550,999 － － △702,395

資本合計 － 18,783,625 － － 18,132,911

負債、少数株主持分及び
資本合計

－ 31,210,322 － － 27,807,987
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科目

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期末）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）

平成18年３月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

　資本金 1,387,136 － － － －

　資本剰余金 1,655,201 － － － －

　利益剰余金 16,374,004 － － － －

　自己株式 △792,688 － － － －

株主資本合計 18,623,653 － － － －

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価差
額金

270,138 － － － －

　為替換算調整勘定 41,101 － － － －

評価・換算差額等合計 311,239 － － － －

純資産合計 18,934,893 － － － －

負債純資産合計 30,870,526 － － － －
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２．（要約）四半期連結損益計算書

科目

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期）

増減
（参考）

平成18年３月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 34,183,385 37,590,070 △3,406,684 △9.1 47,059,379

Ⅱ　売上原価 16,884,676 19,508,744 △2,624,067 △13.5 24,798,928

売上総利益 17,298,708 18,081,326 △782,617 △4.3 22,260,450

Ⅲ　販売費及び一般管理費 15,041,041 15,883,664 △842,623 △5.3 20,797,581

営業利益 2,257,666 2,197,661 60,005 2.7 1,462,868

Ⅳ　営業外収益

受取利息 11,052 5,602 7,447

受取配当金 14,351 7,379 8,873

賃貸収入 7,088 10,867 14,208

その他 16,640 96,808 112,193

営業外収益　計 49,133 120,659 △71,525 △59.3 142,722

Ⅴ　営業外費用

支払利息 3,417 5,219 7,370

自己株式買取手数料 2,808 10,451 15,043

その他 10,436 8,496 7,511

営業外費用　計 16,662 24,167 △7,504 △31.1 29,926

経常利益 2,290,138 2,294,153 △4,014 △0.2 1,575,665

Ⅵ　特別利益

投資有価証券売却益 0 11 5,406

固定資産売却益 － － 10,384

役員退職慰労引当金戻
入益

40,612 － －

貸倒引当金戻入 1,700 － 15,456

保険金解約差益 － － 69,399

特別利益　計 42,312 11 42,301 － 100,646

Ⅶ　特別損失

固定資産売却損 － － 1,303

固定資産除却損 12,106 31,538 34,409

投資有価証券評価損 6,174 － －

減損損失 － 427,570 427,570

その他 16,696 10,089 264,324

特別損失　計 34,977 469,197 △434,220 △92.5 727,607
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科目

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期）

増減
（参考）

平成18年３月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

税金等調整前四半期
（当期）純利益

2,297,474 1,824,966 472,507 25.9 948,704

税金費用 947,323 938,073 9,250 1.0 568,908

四半期（当期）純利益 1,350,150 886,892 463,257 52.2 379,795
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３．（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

 当四半期連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,387,136 1,655,317 15,359,033 △702,395 17,699,091

当連結会計期間中の変動額

剰余金の配当 (注）   △322,599  △322,599

役員賞与 (注）   △12,500  △12,500

四半期(当期)純利益   1,350,150  1,350,150

自己株式の取得    △92,163 △92,163

自己株式の処分  △116 △79 1,870 1,675

株主資本以外の項目の当会計期間中

の変動額（純額）
     

当連結会計期間中の変動額合計

（千円）
－ △116 1,014,971 △90,292 924,562

平成18年12月31日　残高

（千円）
1,387,136 1,655,201 16,374,004 △792,688 18,623,653

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
398,396 35,422 433,819 18,132,911

当連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）    △322,599

役員賞与（注）    △12,500

四半期(当期)純利益    1,350,150

自己株式の取得    △92,163

自己株式の処分    1,675

株主資本以外の項目の当会計期間中

の変動額（純額）
△128,258 5,678 △122,579 △122,579

当連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△128,258 5,678 △122,579 801,982

平成18年12月31日　残高

（千円）
270,138 41,101 311,239 18,934,893

 （注）　前期決算の利益処分によるものであります。
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４．（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期）

（参考）
平成18年３月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期（当期）純利益 2,297,474 1,824,966 948,704

減価償却費 660,752 730,372 985,773

売上債権の増加額 △4,096,510 △4,012,690 △121,034

たな卸資産の減少額（△は増加額） 86,937 262,652 40,961

仕入債務の増加額 1,016,174 429,751 △356,930

その他 151,334 594,625 902,787

小計 116,162 △170,321 2,400,263

法人税等の支払額 △272,793 △1,586,914 △1,420,461

その他 146,673 1,602 7,198

営業活動によるキャッシュ・フロー △9,957 △1,755,633 987,000

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △55,743 △77,310 △342,227

有形固定資産の取得による支出 △461,622 △551,458 △990,262

無形固定資産の取得による支出 △59,425 △130,485 △160,016

その他 △868,145 709,808 920,706

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,444,936 △49,446 △571,800

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金純増減額 146,399 345,067 466,763

配当金の支払額 △321,941 △276,147 △276,147

自己株式の取得による支出 △94,972 △412,905 △570,757

その他 1,675 △45,252 △52,906

財務活動によるキャッシュ・フロー △268,839 △389,238 △433,047

Ⅳ　現金及び現金同等物の換算差額 3,090 15,121 35,422

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △1,720,643 △2,179,197 17,574

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 4,946,047 4,928,472 4,928,472

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）
残高

3,225,404 2,749,275 4,946,047
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５．セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当四半期

食品事業（千円）
その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高 30,790,727 3,392,657 34,183,385 － 34,183,385

営業費用 28,438,082 3,191,931 31,630,014 295,704 31,925,718

営業利益 2,352,644 200,726 2,553,371 (295,704) 2,257,666

前年同四半期

食品事業（千円）
その他事業
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結（千円）

売上高 34,402,239 3,187,831 37,590,070 － 37,590,070

営業費用 32,161,617 2,918,650 35,080,267 312,141 35,392,409

営業利益 2,240,622 269,180 2,509,802 (312,141) 2,197,661

〔所在地別セグメント情報〕

当四半期

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。

前年同四半期

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を

省略しております。
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(財)財務会計基準機構会員  

 

平成19年３月期　第３四半期財務・業績の概況（個別）
 平成19年２月９日

会社名　エバラ食品工業株式会社 （JASDAQ・コード番号：２８１９）

（ＵＲＬ　http://www.ebarafoods.com　）  

問合せ先　　代表者役職・氏名　代表取締役社長　　森村　忠司  

責任者役職・氏名　代表取締役副社長　藤川　雍中 ＴＥＬ：(045）314-0121

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　：　有

法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

引当金の計上基準等に一部簡便的な方法を採用しております。

その他影響額が僅少なものについても一部簡便的な方法を採用しております。

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　：　無

２．平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日～平成18年12月31日）

(1）経営成績（個別）の進捗状況 （記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年３月期第３四半期 30,789  （△1.1) 1,871 (1.4) 1,914 (1.6) 1,151 (4.4)

18年３月期第３四半期 31,117 （ 1.7) 1,845 (△27.2) 1,883 (△26.8) 1,103 (△27.5)

（参考）18年３月期 38,899  1,188  1,248  355  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年３月期第３四半期 96 82 － －

18年３月期第３四半期 90 65 － －

（参考）18年３月期 29 33 － －

　（注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。

(2）財政状態（個別）の変動状況

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

19年３月期第３四半期 28,546 17,366 60.8 1,460 68

18年３月期第３四半期 28,211 17,658 62.6 1,466 58

（参考）18年３月期 25,647 16,756 65.3 1,402 41

３．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日）

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

通期 39,499 973 419

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　  35円 30銭

－ 13 －



［業績予想に関する定性的情報等］

　当社第４四半期（１月～３月期）におきましては、製品原価率の高い製品の売上高構成比の上昇による売上原価率の増

加に加え、市場の活性化及び販売拡大を目的とした新商品の２月～３月発売に伴う拡販費・宣伝費等の先行投入のため、

毎期、販売費及び一般管理費比率が上昇する傾向にあります。また、現在のところ、当第４四半期における市場環境、新

商品販売動向等が一部不確定な状況にあります。従いまして、当第３四半期業績は、経常利益、当期純利益とも、平成18

年５月11日に発表しております平成19年３月期通期業績予想を上回っておりますが、現段階におきましては、本見通しに

変更はありません。今後、状況を精査し、業績予想変更の必要性が生じた場合には速やかに発表させていただきます。

　なお、業績予想につきましては、本資料発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要

因に係る本資料発表日現在における仮定を前提にしております。実際の業績は今後様々な要因によって異なる可能性があ

ります。

○　添付資料

（要約）四半期貸借対照表、（要約）四半期損益計算書等

以上
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１．（要約）四半期貸借対照表

科目

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期末）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）

平成18年３月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

現金及び預金 2,298,894 2,760,255 5,344,237

受取手形及び売掛金 10,455,273 10,211,610 6,419,380

たな卸資産 1,379,056 1,257,976 1,471,426

その他 3,734,097 2,798,190 1,612,763

貸倒引当金 △21,764 △34,587 △14,444

流動資産合計 17,845,558 16,993,444 852,113 5.0 14,833,363

Ⅱ　固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,600,955 2,835,760 2,778,056

土地 2,763,964 2,763,964 2,763,964

その他 1,303,010 1,457,397 1,396,023

有形固定資産合計 6,667,929 7,057,121 △389,191 △5.5 6,938,044

無形固定資産 351,126 436,438 △85,312 △19.5 417,342

投資その他の資産

投資有価証券 1,454,580 1,378,359 1,619,725

長期貸付金 378,802 203,153 139,110

その他 1,921,951 2,215,037 1,766,098

貸倒引当金 △73,270 △72,289 △66,638

投資その他の資産合計 3,682,063 3,724,259 △42,195 △1.1 3,458,296

固定資産合計 10,701,119 11,217,819 △516,699 △4.6 10,813,683

資産合計 28,546,678 28,211,264 335,413 1.2 25,647,046
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科目

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期末）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）

平成18年３月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

支払手形及び買掛金 5,082,323 4,834,688 4,041,960

短期借入金 416,667 625,067 250,268

未払金 1,411,850 1,392,438 1,687,404

販売促進引当金 614,941 558,028 406,237

その他 1,306,763 1,021,551 392,149

流動負債合計 8,832,546 8,431,773 400,773 4.8 6,778,019

Ⅱ　固定負債

退職給付引当金 1,885,937 1,671,657 1,652,322

役員退職慰労引当金 296,606 301,760 310,937

その他 164,827 147,945 149,619

固定負債合計 2,347,371 2,121,362 226,008 10.7 2,112,878

負債合計 11,179,917 10,553,135 626,781 5.9 8,890,898

（資本の部）

資本金 － 1,387,136 － － 1,387,136

資本剰余金 － 1,655,226 － － 1,655,317

利益剰余金 － 14,767,126 － － 14,019,389

その他有価証券評価差額
金

－ 399,638 － － 396,700

自己株式 － △550,999 － － △702,395

資本合計 － 17,658,128 － － 16,756,148

負債、少数株主持分及び
資本合計

－ 28,211,264 － － 25,647,046

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

　資本金 1,387,136 － － － －

　資本剰余金 1,655,201 － － － －

　利益剰余金 14,848,576 － － － －

　自己株式 △792,688 － － － －

株主資本合計 17,098,225 － － － －

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価差
額金

268,535 － － － －

評価・換算差額等合計 268,535 － － － －

純資産合計 17,366,760 － － － －

－ 16 －



科目

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期末）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）

平成18年３月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

負債純資産合計 28,546,678 － － － －
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２．（要約）四半期損益計算書

科目

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期）

増減
（参考）

平成18年３月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 30,789,689 31,117,299 △327,610 △1.1 38,899,878

Ⅱ　売上原価 13,906,512 13,761,646 144,865 1.1 17,498,190

売上総利益 16,883,177 17,355,653 △472,475 △2.7 21,401,688

Ⅲ　販売費及び一般管理費 15,012,084 15,510,527 △498,442 △3.2 20,213,217

営業利益 1,871,092 1,845,126 25,966 1.4 1,188,470

Ⅳ　営業外収益

受取利息 10,781 11,960 15,897

受取配当金 14,289 7,044 8,538

賃貸収入 11,735 11,618 15,377

その他 12,124 23,847 42,172

営業外収益　計 48,930 54,470 △5,540 △10.2 81,986

Ⅴ　営業外費用

支払利息 2,992 2,907 4,350

新株発行費 － 2,271 2,271

自己株式買取手数料 2,808 10,451 15,043

その他 29 46 －

営業外費用　計 5,830 15,676 △9,845 △62.8 21,665

経常利益 1,914,193 1,883,921 30,272 1.6 1,248,791

Ⅵ　特別利益

投資有価証券売却益 0 11 5,406

役員退職慰労引当金戻
入益

40,612 － －

貸倒引当金戻入益 1,700 － 9,818

特別利益　計 42,312 11 42,301 － 15,224

Ⅶ　特別損失

固定資産売却損 － 1,209 1,209

固定資産除却損 11,989 31,313 33,674

投資有価証券売却損 － 5 27

投資有価証券評価損 6,174 － －

関係会社株式売却損 － － 138,575

ゴルフ会員権売却損 1,642 － 514

ゴルフ会員権評価損 4,040 120 －

関係会社債権放棄損 － － 390,304

特別損失　計 23,845 32,648 △8,802 △27.0 564,305
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科目

当四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

前年同四半期
（平成18年３月期
第３四半期）

増減
（参考）

平成18年３月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

税引前四半期（当期）
純利益

1,932,660 1,851,284 81,375 4.4 699,710

税金費用 780,794 747,918 32,875 4.4 344,081

四半期（当期）純利益 1,151,865 1,103,365 48,500 4.4 355,628

前期繰越利益 － 172,355 － － 172,355

四半期（当期）未処分
利益

－ 1,275,721 － － 527,984

－ 19 －



３. （要約）四半期株主資本等変動計算書

 当四半期会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年12月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合計資本

準備金 
その他資
本剰余金

利益
準備金

その他利益剰余金

海外市
場開拓
積立金

研究開発
積立金

事業拡張
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金 

平成18年３月31日

　残高

（千円）

1,387,136 1,655,201 116 21,905 1,320,000 1,320,000 1,220,000 9,609,500 527,984 △702,395 16,359,447

当会計期間中の変動

額

別途積立金の積立

て (注）
       100,000 △100,000  －

剰余金の配当

（注）
        △322,599  △322,599

四半期(当期)純

利益
        1,151,865  1,151,865

自己株式の取得          △92,163 △92,163

自己株式の処分   △116      △79 1,870 1,675

株主資本以外の項

目の当会計期間中

の変動額（純額）

           

当会計期間中の変動

額合計

（千円）

－ － △116 － － － － 100,000 729,186 △90,292 738,777

平成18年12月31日

　残高

（千円）

1,387,136 1,655,201 － 21,905 1,320,000 1,320,000 1,220,000 9,709,500 1,257,171 △792,688 17,098,225

評価・換算差額等

純資産合計その他有
価証券評
価差額金

評価・換
算差額等
合計

平成18年３月31日

　残高

（千円）

396,700 396,700 16,756,148

当会計期間中の変動

額

別途積立金の積立

て (注）
  －

剰余金の配当

（注）
  △322,599

四半期(当期)純

利益
  1,151,865

自己株式の取得   △92,163

自己株式の処分   1,675

株主資本以外の項

目の当会計期間中

の変動額（純額）

△128,165 △128,165 △128,165

当会計期間中の変動

額合計

（千円）

△128,165 △128,165 610,612

平成18年12月31日

　残高

（千円）

268,535 268,535 17,366,760

 （注）　前期決算の利益処分によるものであります。
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