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1. 平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 
 

 (1) 連結経営成績 (％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(当期)純利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 

20年３月期第３四半期 20,589 (2.1) 493 (△10.9) 565 (△16.0) 290 (△32.8) 

19年３月期第３四半期 20,164 (6.6) 554 (△6.7) 672 (△18.2) 432 (3.8) 

19年３月期 26,694  710  840  475  

 

 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 

20年３月期第３四半期 73 29 ― ― 

19年３月期第３四半期 109 04 ― ― 

19年３月期 119 76 ― ― 

(注) 潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 
 
 (2) 連結財政状態  

 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 

20年３月期第３四半期 15,001 3,412 22.7 862 20 

19年３月期第３四半期 16,376 3,220 19.7 811 46 

19年３月期 14,249 3,270 23.0 824 06 

 
 (3) 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 

20年３月期第３四半期 △450 △39 564 1,169 

19年３月期第３四半期 △1,032 △96 1,269 1,733 

19年３月期 248 △105 △649 1,087 
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2. 平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）【参考】 
 (％表示は、対前期増減率) 

 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 27,623 (3.5) 683 (△3.8) 762 (△9.3) 384 (△19.2) 96 75 

※平成19年11月13日発表の業績予想に変更はありません。 

 

3. 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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 

 (3) 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 

   

  (注) 詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. その他をご覧ください。 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  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。実際の実績等は、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。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
1. 連結経営成績に関する定性的情報 
当第３四半期におけるわが国経済は、設備投資の増加、企業収益及び個人消費の維持などにより、緩やかに回
復基調で推移しております。しかしながら、原油価格・原材料価格の動向、米国経済のサブプライムローン問題
など、企業業績に影響を及ぼす不安材料も抱えております。 
また、６月20日に施行された改正建築基準法の影響により、住宅着工は依然として低い水準にあります。 
このような状況のもと、主要な得意先で組織するトーロー会拡販セールを販売戦略の柱に据え、全国37拠点の
ネットワークの営業・在庫・物流を活用して、市場シェア拡大、新規取扱商品の拡充、新分野の開拓に取り組み
ました。一方、主要な仕入先で組織するクリエイト会会員を増員し、商圏の拡大、価格動向や物件の情報収集に
取り組みました。以上の結果、連結売上高は20,589百万円(前年同期比2.1％増加)となりましたが、営業所開設、
拡張による家賃の増加及び人件費等の増加により、営業利益は493百万円(前年同期比10.9％減少)となりました。
また、デリバティブ取引の評価損13百万円等により、経常利益は565百万円(前年同期比16.0％減少)、四半期
純利益は290百万円(前年同期比32.8％減少)となりました。 
 
 
2. 連結財政状態に関する定性的情報 
当第３四半期末の資産の部残高は、前連結会計年度末に比べて751百万円増加し、資産合計で15,001百万円と
なりました。この主な要因は、売上増加に伴ない売掛金等が増加したことなどにより流動資産合計が 829百万円
増加したことによるものです。 
負債の部残高は、前連結会計年度末に比べて609百万円増加し、負債合計で11,588百万円となりました。この
主な要因は、短期借入金が810百万円増加したことによるものです。 
純資産の部残高は、前連結会計年度末に比べて142百万円増加し、純資産合計で3,412百万円となりました。
この主な要因は、利益剰余金が増加したことによるものです。 
 
(キャッシュ・フローの状況) 
当第３四半期におけるキャッシュ・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> 
営業活動の結果減少した資金は450百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益557百万円、
売上債権の増加額410百万円、割引手形の減少額364百万円、仕入債務の増加額230百万円、法人税等の支払額
518百万円によるものであります。 
 
 <投資活動によるキャッシュ・フロー> 
投資活動の結果減少した資金は39百万円となりました。これは主に、有形固定資産取得による支出49百万円
及びその他(預入期間３ヶ月超の定期預金払戻等)の収入10百万円によるものであります。 
 
 <財務活動によるキャッシュ・フロー> 
財務活動の結果増加した資金は564百万円となりました。これは主に、短期及び長期借入金の純増加871百万
円及びその他(社債の償還200百万円等)の支出299百万円によるものであります。 
 
以上の結果、当第３四半期における現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べて82百万
円増加し1,169百万円となりました。 
 
 
3. 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) 
  該当事項はありません。 
 
(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 
(内容) 税金費用の計上基準については、法定実効税率をベースとした簡便的な方法により計算しております。

その他影響額が少ないものは、簡便的な方法によっております。 
 
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 
  該当事項はありません。 
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4. (要約）四半期連結財務諸表 

(1)  (要約）四半期連結貸借対照表 
（単位：百万円、％） 

前年同四半期末 
(平成19年３月期 
第３四半期末) 

当四半期末 
(平成20年３月期 
第３四半期末) 

増減 
（参 考）前年期 
(平成19年３月期末) 科  目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(資産の部)      

Ⅰ 流動資産      

 1. 現金及び預金 1,778 1,202 △576  1,132 

 2. 受取手形及び売掛金 7,140 7,099 △40  6,323 

 3. たな卸資産 2,289 2,296 7  2,161 

 4. 繰延税金資産 132 178 45  181 

 5. その他 699 112 △586  256 

   貸倒引当金 △5 △57 △52  △53 

   流動資産合計 12,034 10,830 △1,203 △10.0 10,000 

Ⅱ 固定資産      

 1. 有形固定資産      

  (1) 建物及び構築物 436 413 △23  428 

  (2) 機械装置及び運搬具 31 34 3  27 

  (3) 土地 1,822 1,822 ―  1,822 

  (4) その他 82 72 △9  77 

   有形固定資産合計 2,373 2,343 △29  2,356 

 2. 無形固定資産 11 12 0  10 

 3. 投資その他の資産      

  (1) 投資有価証券 312 249 △63  316 

  (2) 繰延税金資産 348 340 △7  312 

  (3) その他 1,439 1,371 △68  1,392 

    貸倒引当金 △142 △146 △3  △139 

   投資その他の資産合計 1,958 1,814 △143  1,881 

   固定資産合計 4,342 4,170 △172 △4.0 4,248 

   資産合計 16,376 15,001 △1,375 △8.4 14,249 

      

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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（単位：百万円、％） 

前年同四半期末 
(平成19年３月期 
第３四半期末) 

当四半期末 
(平成20年３月期 
第３四半期末) 

増  減 
（参 考）前期末 
(平成19年３月期末) 科  目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

(負債の部)      

Ⅰ 流動負債      

 1. 支払手形及び買掛金 7,329 7,041 △287  6,811 

 2. 短期借入金 1,640 910 △730  100 

 3. 一年以内返済予定の 
長期借入金 

1,062 1,159 96  1,031 

 4. 未払法人税等 119 42 △76  291 

 5. 賞与引当金 85 79 △5  151 

 6. その他 433 249 △183  430 

   流動負債合計 10,669 9,482 △1,187 △11.1 8,816 

Ⅱ 固定負債      

 1. 長期借入金 1,481 1,071 △410  1,137 

 2. 退職給付引当金 453 521 67  473 

 3. 役員退職慰労引当金 294 269 △25  298 

 4. 負ののれん 125 85 △39  115 

 5. その他 130 158 27  136 

   固定負債合計 2,486 2,105 △380 △15.3 2,161 

   負債合計 13,156 11,588 △1,567 △11.9 10,978 

      

(純資産の部)      

Ⅰ 株主資本      

 1. 資本金 646 646 ―  646 

 2. 資本剰余金 803 803 ―  803 

 3. 利益剰余金 1,698 1,932 234  1,740 

 4. 自己株式 △0 △7 △7  △0 

   株主資本合計 3,147 3,374 226 7.2 3,190 

Ⅱ 評価・換算差額等      

 1. その他有価証券評価 
   差額金 

72 38 △34  80 

   評価・換算差額等合計 72 38 △34 △47.2 80 

   純資産合計 3,220 3,412 192 6.0 3,270 

   負債純資産合計 16,376 15,001 △1,375 △8.4 14,249 

      

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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(2) (要約）四半期連結損益計算書 

（単位：百万円、％） 

前年同四半期 
(平成19年３月期 
第３四半期) 

当四半期 
(平成20年３月期 
第３四半期) 

増  減 
（参 考）前期 
(平成19年３月期) 科  目 

金額 金額 金額 増減率 金額 

Ⅰ 売上高 20,164 20,589 424 2.1 26,694 

Ⅱ 売上原価 16,316 16,734 418 2.6 21,545 

   売上総利益 3,848 3,854 6 0.2 5,148 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,293 3,360 67 2.0 4,438 

   営業利益 554 493 △60 △10.9 710 

Ⅳ 営業外収益 263 239 △24 △9.1 327 

Ⅴ 営業外費用 145 168 22 15.7 197 

   経常利益 672 565 △107 △16.0 840 

Ⅵ 特別利益 64 5 △59 △91.1 93 

Ⅶ 特別損失 10 13 2 25.0 15 

   税金等調整前 
   四半期(当期)純利益 

726 557 △169 △23.3 917 

   税金費用 293 266 △27 △9.3 442 

   四半期(当期)純利益 432 290 △141 △32.8 475 

      

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 
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(3) (要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

前年同四半期(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(百万円) 646 803 1,416 △0 2,866 

当四半期の変動額      

 剰余金の配当   △138  △138 

 役員賞与   △12  △12 

 四半期純利益   432  432 

 株主資本以外の項目の 
 当四半期の変動額(純額) 

     

当四半期の変動額合計(百万円) ― ― 281 ― 281 

平成18年12月31日残高(百万円) 646 803 1,698 △0 3,147 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 86 86 2,952 

当四半期の変動額    

 剰余金の配当   △138 

 役員賞与   △12 

 四半期純利益   432 

 株主資本以外の項目の 
 当四半期の変動額(純額) 

△13 △13 △13 

当四半期の変動額合計(百万円) △13 △13 268 

平成18年12月31日残高(百万円) 72 72 3,220 
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当四半期(自 平成19年４月１日 至 平成19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19年３月31日残高(百万円) 646 803 1,740 △0 3,190 

当四半期の変動額      

 剰余金の配当   △99  △99 

 四半期純利益   290  290 

 自己株式の取得    △7 △7 

 株主資本以外の項目の 
 当四半期の変動額(純額) 

     

当四半期の変動額合計(百万円) ― ― 191 △7 183 

平成19年12月31日残高(百万円) 646 803 1,932 △7 3,374 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年３月31日残高(百万円) 80 80 3,270 

当四半期の変動額    

 剰余金の配当   △99 

 四半期純利益   290 

 自己株式の取得   △7 

 株主資本以外の項目の 
 当四半期の変動額(純額) 

△41 △41 △41 

当四半期の変動額合計(百万円) △41 △41 142 

平成19年12月31日残高(百万円) 38 38 3,412 
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前期(自 平成18年４月１日 至 平成19年３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(百万円) 646 803 1,416 △0 2,866 

連結会計年度中の変動額      

 剰余金の配当   △138  △138 

 役員賞与   △12  △12 

 当期純利益   475  475 

 株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額(純額) 

     

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

― ― 324 ― 324 

平成19年３月31日残高(百万円) 646 803 1,740 △0 3,190 

 

評価・換算差額等 

 その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等合計 
純資産合計 

平成18年３月31日残高(百万円) 86 86 2,952 

連結会計年度中の変動額    

 剰余金の配当   △138 

 役員賞与   △12 

 当期純利益   475 

 株主資本以外の項目の 
連結会計年度中の変動額(純額) 

△5 △5 △5 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) 

△5 △5 318 

平成19年３月31日残高(百万円) 80 80 3,270 
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(4) (要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円） 

 
前年同四半期 

(平成19年３月期第３四半期) 
当四半期 

(平成20年３月期第３四半期) 
（参 考）前期 
(平成19年３月期) 

区分 金額 金額 金額 

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 726 557 917 

   減価償却費 63 66 87 

   受取利息及び受取配当金 △5 △6 △6 

   デリバティブ評価損益(益：△) △35 13 △25 

   支払利息 38 36 54 

   手形売却損 33 44 46 

   売上債権の増加額 △758 △410 △366 

   割引手形の減少額 △1,058 △364 △141 

   たな卸資産の増加額 △189 △135 △61 

   仕入債務の増加額 750 230 231 

   その他 △136 110 27 

    小計 △570 141 765 

   利息及び配当金の受取額 5 6 6 

   利息の支払額 △72 △79 △100 

   法人税等の支払額 △394 △518 △422 

  営業活動によるキャッシュ・フロー △1,032 △450 248 

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 △52 △3 △52 

   投資有価証券の売却による収入 0 ― ― 

   有形固定資産の取得による支出 △45 △49 △54 

   有形固定資産の売却による収入 15 3 15 

   その他 △14 10 △14 

  投資活動によるキャッシュ・フロー △96 △39 △105 

Ⅲ 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(減少：△) 1,349 810 △190 

   長期借入れによる収入 650 800 650 

   長期借入金返済による支出 △595 △738 △970 

   自己株式の取得による支出 ― △7 ― 

   その他 △134 △299 △138 

  財務活動によるキャッシュ・フロー 1,269 564 △649 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 1 7 2 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額(減少：△) 142 82 △504 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,591 1,087 1,591 

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  四半期末(期末)残高 

1,733 1,169 1,087 

    

(注) 記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。 

 
 


