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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 5,112 ― △179 ― △164 ― △167 ―

20年3月期第2四半期 5,646 △13.8 △173 ― △158 ― △167 ―

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2四半期 △13.20 ―

20年3月期第2四半期 △13.17 ―

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2四半期 3,635 1,802 49.6 141.95
20年3月期 4,000 1,968 49.2 155.01

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  1,802百万円 20年3月期  1,968百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 10,718 ― △66 ― △16 ― 29 ― 2.28

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  

詳細は、３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） 

詳細は、３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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（１）上記予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって異なる結果となる可能性があります。 
（２）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。  

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  12,700,000株 20年3月期  12,700,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  801株 20年3月期  800株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  12,700,000株 20年3月期第2四半期  12,700,000株







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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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 460,751 701,091

受取手形及び売掛金 1,101,154 1,185,050

商品 604,971 601,579

その他 84,084 79,260

貸倒引当金 △8,870 △12,643

流動資産合計 2,242,092 2,554,339

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物   

建物及び構築物（純額） 178,389 186,878

機械装置及び運搬具   

機械装置及び運搬具（純額） 15,403 15,305

土地 581,783 581,783

その他   

その他（純額） 29,506 35,114

有形固定資産合計 805,083 819,082

無形固定資産   

無形固定資産 54,938 30,626

投資その他の資産   

投資有価証券 51,664 49,472

差入保証金 446,123 511,274

その他 70,208 68,209

貸倒引当金 △34,574 △32,623

投資その他の資産合計 533,422 596,332

固定資産合計 1,393,444 1,446,041

資産合計 3,635,536 4,000,380

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 934,671 1,037,763

短期借入金 89,160 89,160

営業未払金 46,176 57,251

未払法人税等 24,932 43,153

賞与引当金 15,650 31,216

その他 60,927 73,625

流動負債合計 1,171,518 1,332,170

固定負債   

長期借入金 191,960 236,540

退職給付引当金 442,718 434,916



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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) 

役員退職慰労引当金 1,750 1,750

その他 24,851 26,480

固定負債合計 661,280 699,686

負債合計 1,832,799 2,031,857

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,870,700 1,870,700

資本剰余金 58,604 399,841

利益剰余金 △126,774 △300,265

自己株式 △206 △206

株主資本合計 1,802,324 1,970,070

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 412 △1,546

評価・換算差額等合計 412 △1,546

純資産合計 1,802,737 1,968,523

負債純資産合計 3,635,536 4,000,380



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 5,112,522

売上原価 3,728,300

売上総利益 1,384,222

販売費及び一般管理費  

報酬及び給料手当 704,285

賞与引当金繰入額 15,650

その他 843,518

販売費及び一般管理費合計 1,563,453

営業損失（△） △179,231

営業外収益  

受取利息 888

仕入割引 11,480

その他 12,044

営業外収益合計 24,413

営業外費用  

支払利息 4,502

手形売却損 4,731

その他 554

営業外費用合計 9,789

経常損失（△） △164,607

特別利益  

賞与引当金戻入額 16,886

その他 825

特別利益合計 17,711

特別損失  

固定資産除却損 352

特別損失合計 352

税金等調整前四半期純損失（△） △147,248

法人税、住民税及び事業税 20,496

法人税等合計 20,496

四半期純損失（△） △167,745



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△） △147,248

減価償却費 22,341

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,822

賞与引当金の増減額（△は減少） △15,566

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,802

受取利息及び受取配当金 △975

支払利息 4,502

投資有価証券売却損益（△は益） △99

固定資産除却損 352

売上債権の増減額（△は増加） 78,064

たな卸資産の増減額（△は増加） △3,392

その他の流動資産の増減額（△は増加） △2,846

差入保証金の増減額（△は増加） △10,350

仕入債務の増減額（△は減少） △104,913

その他の流動負債の増減額（△は減少） △8,221

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,538

その他 68,677

小計 △127,233

利息及び配当金の受取額 801

利息の支払額 △4,566

法人税等の支払額 △38,563

営業活動によるキャッシュ・フロー △169,561

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） 41,800

有形固定資産の取得による支出 △4,893

無形固定資産の取得による支出 △27,486

投資有価証券の売却による収入 141

貸付金の回収による収入 60

差入保証金の差入による支出 △279

差入保証金の回収による収入 7,099

その他 360

投資活動によるキャッシュ・フロー 16,801

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △44,580

財務活動によるキャッシュ・フロー △44,580

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △197,340

現金及び現金同等物の期首残高 583,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 386,251
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