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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 601,759 ― 4,157 ― 4,322 ― 2,581 ―

20年3月期第2四半期 481,928 14.8 2,483 △14.5 2,935 △11.0 1,185 △27.0

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 28.15 ―

20年3月期第2四半期 12.92 12.92

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 270,191 85,527 30.9 910.94
20年3月期 255,127 83,707 32.1 891.59

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  83,538百万円 20年3月期  81,785百万円

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 ― 8.00 ― 8.00 16.00
21年3月期 ― 8.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.00 16.00

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 1,520,000 39.0 10,200 32.5 10,200 22.8 6,000 43.3 51.33

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）  有  

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

(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） 

[(注)詳細は、４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．上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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 1 社 （社名 コーナンフリート株式会社 ） 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  96,356,583株 20年3月期  96,356,583株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  4,650,654株 20年3月期  4,626,013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  91,724,357株 20年3月期第2四半期  91,731,791株









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 34,098 33,909

受取手形及び売掛金 108,161 106,691

商品 11,516 9,685

繰延税金資産 1,903 1,638

その他 9,846 7,475

貸倒引当金 △916 △678

流動資産合計 164,610 158,721

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 45,628 44,128

減価償却累計額 △25,264 △24,879

建物及び構築物（純額） 20,363 19,248

機械装置及び運搬具 30,052 29,440

減価償却累計額 △21,084 △20,637

機械装置及び運搬具（純額） 8,968 8,802

土地 35,172 32,796

建設仮勘定 426 206

その他 6,024 4,575

減価償却累計額 △3,428 △3,214

その他（純額） 2,595 1,361

有形固定資産合計 67,526 62,415

無形固定資産   

のれん 8,038 4,251

その他 2,632 2,730

無形固定資産合計 10,671 6,981

投資その他の資産   

投資有価証券 12,521 13,377

長期貸付金 2,634 2,629

繰延税金資産 3,590 2,706

その他 10,528 9,551

貸倒引当金 △1,892 △1,255

投資その他の資産合計 27,382 27,009

固定資産合計 105,580 96,406

資産合計 270,191 255,127



（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 103,493 100,525

短期借入金 18,859 17,183

1年内償還予定の社債 1,144 －

未払法人税等 2,655 2,402

賞与引当金 2,348 2,194

役員賞与引当金 157 199

その他 15,964 12,909

流動負債合計 144,623 135,415

固定負債   

社債 1,470 －

長期借入金 21,053 20,062

繰延税金負債 258 249

再評価に係る繰延税金負債 3,177 3,190

退職給付引当金 5,094 4,307

その他 8,986 8,194

固定負債合計 40,040 36,004

負債合計 184,663 171,419

純資産の部   

株主資本   

資本金 19,877 19,877

資本剰余金 17,783 17,783

利益剰余金 57,528 55,830

自己株式 △2,601 △2,585

株主資本合計 92,588 90,906

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △357 △284

土地再評価差額金 △8,692 △8,836

評価・換算差額等合計 △9,050 △9,120

少数株主持分 1,989 1,922

純資産合計 85,527 83,707

負債純資産合計 270,191 255,127



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 601,759

売上原価 569,773

売上総利益 31,985

販売費及び一般管理費 27,827

営業利益 4,157

営業外収益  

受取利息 109

受取配当金 225

仕入割引 264

その他 487

営業外収益合計 1,087

営業外費用  

支払利息 307

売上割引 242

持分法による投資損失 139

その他 233

営業外費用合計 922

経常利益 4,322

特別利益  

固定資産売却益 59

投資有価証券売却益 1,401

貸倒引当金戻入額 76

事業譲渡益 131

特別利益合計 1,669

特別損失  

固定資産除売却損 220

投資有価証券売却損 184

投資有価証券評価損 503

会員権評価損 28

減損損失 59

事業整理損 41

本社移転費用 103

特別損失合計 1,141

税金等調整前四半期純利益 4,850

法人税、住民税及び事業税 2,575

法人税等調整額 △484

法人税等合計 2,091

少数株主利益 177

四半期純利益 2,581



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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利益 4,850

減価償却費 2,599

減損損失 59

のれん償却額 830

貸倒引当金の増減額（△は減少） 26

退職給付引当金の増減額（△は減少） 304

受取利息及び受取配当金 △335

支払利息 307

固定資産売却損益（△は益） 161

事業譲渡損益（△は益） △131

投資有価証券売却損益（△は益） △1,217

投資有価証券評価損益（△は益） 503

移転費用の支払額 103

事業整理損失 41

ゴルフ会員権評価損 28

持分法による投資損益（△は益） 139

売上債権の増減額（△は増加） 15,639

たな卸資産の増減額（△は増加） △61

仕入債務の増減額（△は減少） △14,221

その他の資産・負債の増減額 △1,546

小計 8,080

利息及び配当金の受取額 395

利息の支払額 △301

法人税等の支払額 △2,303

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,870

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 △2,980

有形固定資産の売却による収入 306

無形固定資産の取得による支出 △1,146

無形固定資産の売却による収入 406

投資有価証券の取得による支出 △351

投資有価証券の売却による収入 1,783

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
収入

2,877

貸付けによる支出 △1,515

貸付金の回収による収入 1,842

その他 △547

投資活動によるキャッシュ・フロー 674



（単位：百万円）

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) 

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） △1,191

長期借入れによる収入 120

長期借入金の返済による支出 △4,423

自己株式の取得による支出 △15

配当金の支払額 △733

少数株主への配当金の支払額 △110

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,355

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 189

現金及び現金同等物の期首残高 33,909

現金及び現金同等物の四半期末残高 34,098
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