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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 3,046 △8.7 △207 ― △217 ― △222 ―
20年3月期第1四半期 3,335 △24.8 △150 ― △153 ― △118 ―

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 △20.24 ―
20年3月期第1四半期 △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 14,553 5,026 34.5 457.61
20年3月期 14,416 5,274 36.6 480.20

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,026百万円 20年3月期  5,274百万円

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 ― ― ― ― ―
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

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 7,000 2.7 30 ― 10 ― 0 ― ―
通期 14,400 3.2 120 ― 70 ― 60 ― 5.46

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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 当第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 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」（企業会計基準委員会 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。 
 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、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等によ
り、上記予想と異なる場合があります。 
 なお、上記予想に関する事項は、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参照して下さい。  

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  11,000,000株 20年3月期  11,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  16,360株 20年3月期  15,520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  10,984,415株 20年3月期第1四半期  10,985,628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 1,097,426 1,035,383

受取手形及び売掛金 4,900,008 5,207,261

有価証券 － 2,000

商品 3,947,600 3,452,016

その他 122,763 163,485

貸倒引当金 △168,920 △177,100

流動資産合計 9,898,878 9,683,046

固定資産   

有形固定資産 2,606,278 2,620,891

無形固定資産 10,513 10,513

投資その他の資産   

投資有価証券 1,101,368 1,152,634

その他 2,043,440 2,077,597

貸倒引当金 △1,116,180 △1,128,396

投資その他の資産合計 2,037,628 2,101,835

固定資産合計 4,654,419 4,733,239

資産合計 14,553,298 14,416,286

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,076,661 2,949,998

短期借入金 3,682,170 3,310,670

未払法人税等 4,893 12,913

賞与引当金 93,575 193,655

売上割戻引当金 10,652 10,954

その他 357,079 279,789

流動負債合計 7,225,032 6,757,981

固定負債   

長期借入金 1,712,840 1,751,320

退職給付引当金 10,228 10,101

役員退職慰労引当金 233,089 245,116

その他 345,932 377,054

固定負債合計 2,302,089 2,383,591

負債合計 9,527,121 9,141,572

-1-



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,857,196 1,857,196

資本剰余金 1,577,320 1,577,320

利益剰余金 3,614,457 3,836,733

自己株式 △5,148 △4,958

株主資本合計 7,043,825 7,266,291

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 293,886 319,791

繰延ヘッジ損益 － 166

土地再評価差額金 △2,311,535 △2,311,535

評価・換算差額等合計 △2,017,648 △1,991,577

純資産合計 5,026,176 5,274,714

負債純資産合計 14,553,298 14,416,286
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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 3,046,001

売上原価 2,065,412

売上総利益 980,588

販売費及び一般管理費  

運賃及び荷造費 47,879

販売促進費 176,505

広告宣伝費 26,731

貸倒引当金繰入額 3,013

役員報酬 39,420

給料手当及び賞与 364,356

賞与引当金繰入額 91,000

役員退職慰労引当金繰入額 3,357

退職給付費用 48,579

福利厚生費 67,095

旅費 159,293

減価償却費 18,897

その他 142,275

販売費及び一般管理費合計 1,188,404

営業損失（△） △207,815

営業外収益  

受取利息 443

受取配当金 5,350

不動産賃貸料 18,919

その他 1,993

営業外収益合計 26,707

営業外費用  

支払利息 22,416

不動産賃貸費用 10,735

その他 2,898

営業外費用合計 36,050

経常損失（△） △217,158

特別損失  

貸倒引当金繰入額 1,784

投資有価証券評価損 8,808

特別損失合計 10,592

税金等調整前四半期純損失（△） △227,750

法人税、住民税及び事業税 1,371

法人税等調整額 △6,846

法人税等合計 △5,474

四半期純損失（△） △222,275
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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損失（△） △227,750

減価償却費 21,927

退職給付引当金の増減額（△は減少） 127

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △12,027

賞与引当金の増減額（△は減少） △100,080

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20,396

その他の引当金の増減額（△は減少） △301

受取利息及び受取配当金 △5,794

支払利息 22,416

投資有価証券評価損益（△は益） 8,808

売上債権の増減額（△は増加） 321,997

たな卸資産の増減額（△は増加） △495,583

仕入債務の増減額（△は減少） 126,662

未払消費税等の増減額（△は減少） △10,231

その他 140,527

小計 △229,698

利息及び配当金の受取額 5,954

利息の支払額 △21,906

法人税等の支払額 △5,924

営業活動によるキャッシュ・フロー △251,574

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の償還による収入 2,000

有形固定資産の取得による支出 △4,284

投資有価証券の取得による支出 △15,602

貸付けによる支出 △1,700

貸付金の回収による収入 722

その他 △347

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,212

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） 400,000

長期借入金の返済による支出 △66,980

自己株式の取得による支出 △189

財務活動によるキャッシュ・フロー 332,830

現金及び現金同等物に係る換算差額 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 62,043

現金及び現金同等物の期首残高 1,035,383

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,097,426
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