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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 6,368 ― 815 ― 653 ― 338 ―

20年3月期第1四半期 7,162 ― 1,617 ― 1,523 ― 754 ―

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 13.68 ―

20年3月期第1四半期 30.52 ―

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 31,449 3,430 10.3 131.35
20年3月期 32,488 5,229 15.6 204.73

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,247百万円 20年3月期  5,062百万円

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 ― 15.00 ― 15.00 30.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 15.00 ― 15.00 30.00

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 13,590 △0.8 1,232 4.1 877 1.5 377 △45.4 15.25
通期 27,578 0.9 2,481 △15.7 1,735 △21.9 730 △49.3 29.52

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  有  

（注） 詳細は２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) 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） 

（注） 詳細は２ページ [定性的情報・財務諸表等] ４ その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 

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  25,920,000株 20年3月期  25,920,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,193,174株 20年3月期  1,188,404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  24,727,659株 20年3月期第1四半期  24,730,242株



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

　当四半期における総売上高、純売上高は、為替変動の影響を除けば、ともに概ね昨年と同水準となりました。なか

でも、米国を中心とするマーケットにおける四半期売上高は８期連続で前年を上回ることができました。しかしなが

ら、当四半期においても引続きエネルギー価格の上昇、インフレーションの進行、失業者の増加、不安定な金融市場、

USドル安、といった様々な問題に直面しております。特にUSドル安の影響は大きく、当四半期の当社グループ連結売

上高は、円ベースでは、総売上高（前年同期比10.3％減少）、純売上高（前年同期比11.1％減少）ともに、昨年に比

べて減少する結果となりました。

　収益面においては、当四半期より、日本の会計基準の変更によりのれんの償却を開始しました。これにより販売費

及び一般管理費が昨年に比べて増加しております。また前年度は、米国における年金制度の変更により、現金の移動

を伴わない一時的な特別利益として850百万円を計上いたしました。これらの現金の移動を伴わないのれんの償却と前

年度の一時的な特別利益を除きますと、当社グループの当四半期の営業利益は前年同期に比べて25.4％の上昇、経常

利益は同じく18.9％の上昇、四半期純利益は同じく69.6％の上昇となります。なお、これらの昨年度の特別利益と当

四半期ののれんの償却を含めた収益は、別途連結財務諸表の内容の通り、営業利益、経常利益、四半期純利益、それ

ぞれ49.6％、57.1％、55.2％の減少となります。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　日本の会計基準の変更により、当年度からのれんの償却を開始しました。買収時点から20年で償却することとし、

昨年度末までの既経過期間４年間分の償却相当額を、期首において剰余金から控除いたしました。この結果、総資産

および純資産の残高はこののれんの償却による影響をうけております。

　当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、当連結会計年度より開始されたのれんの償却等により前連結

会計年度末に比べ1,039百万円の減少となりました。

　負債につきましては、当第１四半期末時点の為替の影響等により、長期借入金が224百万円増加し、長期リース債務

が120百万円増加しました。これらの結果負債は前連結会計年度末に比べ761百万円の増加となりました。

　また、純資産につきましては、のれんの過年度償却分を利益剰余金より控除したこと等により1,799百万円の減少と

なりました。

　キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動の結果得られた資金は、税金等調整前四半期純利益等により

325百万円となりました。投資活動の結果使用した資金は、有形・無形固定資産の取得のための支出等により151百万

円となりました。財務活動の結果使用した資金は、配当金の支払及びリース債務の返済等により397百万円となりまし

た。以上の結果、当第１四半期末の現金及び現金同等物の残高は、前期末より15百万円減少し、4,684百万円となりま

した。これは前第１四半期末残高2,619百万円に対し79％の増加であります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当社を取り巻く環境が不確実なところから、現在のところ、当年度の上半期、通年を通じた業績予想の変更はござ

いません。

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）

　　該当事項はありません.

（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

　① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。

　② 棚卸資産の評価方法

　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

　③ 税金費用の計算

　税金費用については、当第１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

　なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。

－ 1 －



（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

①当連結会計年度より「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。

②国内連結子会社は、通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価

法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基

準第9号　平成18年7月5日）が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額につ

いては収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。

　この変更により、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ14百万円減少しておりま

す。

　③当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年5月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ141百万円減少しております。

－ 2 －



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 4,684 4,699

売掛金 1,982 1,963

商品及び製品 1,879 1,837

原材料及び貯蔵品 1,020 1,041

その他 1,909 1,677

貸倒引当金 △49 △57

流動資産合計 11,427 11,163

固定資産   

有形固定資産 3,431 3,210

無形固定資産   

のれん 9,423 11,275

商標 4,069 3,831

その他 1,088 1,042

無形固定資産合計 14,581 16,150

投資その他の資産   

その他 2,011 1,965

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 2,009 1,964

固定資産合計 20,022 21,325

資産合計 31,449 32,488

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,525 1,636

1年内返済予定の長期借入金 397 390

未払売上割戻金 1,668 1,638

未払法人税等 211 288

未払費用 1,543 1,675

代理店研修会議費引当金 456 385

その他 1,281 987

流動負債合計 7,085 7,002

固定負債   

長期借入金 15,552 15,328

リース債務 2,503 2,383

退職給付引当金 1,741 1,690

役員退職慰労引当金 30 28

繰延税金負債 831 532

その他 275 293

固定負債合計 20,934 20,256



（単位：百万円）

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) 

負債合計 28,019 27,258

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,296 1,296

利益剰余金 3,014 5,592

自己株式 △967 △966

株主資本合計 3,343 5,921

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24 16

為替換算調整勘定 △119 △876

評価・換算差額等合計 △95 △859

新株予約権 182 167

純資産合計 3,430 5,229

負債純資産合計 31,449 32,488



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 6,368

売上原価 2,396

売上総利益 3,971

販売費及び一般管理費 3,156

営業利益 815

営業外収益  

受取利息 28

デリバティブ評価益 34

その他 4

営業外収益合計 68

営業外費用  

支払利息 189

その他 41

営業外費用合計 230

経常利益 653

税金等調整前四半期純利益 653

法人税等 314

四半期純利益 338



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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利益 653

減価償却費 297

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7

受取利息及び受取配当金 △29

支払利息 189

為替差損益（△は益） 1

デリバティブ評価損益（△は益） 34

売上債権の増減額（△は増加） 8

たな卸資産の増減額（△は増加） 103

長期前払費用の増減額（△は増加） △0

仕入債務の増減額（△は減少） △196

未払費用の増減額（△は減少） △351

代理店研修会議費引当金の増減額（△は減少） 58

退職給付引当金の増減額（△は減少） △16

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2

その他 △187

小計 558

利息及び配当金の受取額 30

利息の支払額 △61

法人税等の支払額 △201

営業活動によるキャッシュ・フロー 325

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 △121

無形固定資産の取得による支出 △25

従業員に対する貸付けによる支出 △3

長期性預金の預入れによる支出 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー △151

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △370

リース債務の返済による支出 △26

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △397

現金及び現金同等物に係る換算差額 208

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △15

現金及び現金同等物の期首残高 4,699

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,684



　当連結会計年度より「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。

 

（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。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 7,162

Ⅱ　売上原価 2,783

売上総利益 4,379

Ⅲ　販売費及び一般管理費 2,761

営業利益 1,617

Ⅳ　営業外収益 158

Ⅴ　営業外費用 252

経常利益 1,523

Ⅵ　特別損失 －

税金等調整前四半期純利益 1,523

税金費用 769

四半期純利益 754
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