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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 11,076 ― 115 ― 29 ― △166 ―

20年3月期第2四半期 11,235 12.1 483 45.2 384 64.9 291 11.8

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 △7.64 ―

20年3月期第2四半期 13.42 ―

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 11,763 2,003 17.0 0.17
20年3月期 12,658 2,211 17.5 8.81

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,003百万円 20年3月期  2,211百万円

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  

※上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式(非上場)の配当状況については、2ページ「1. 種類
株式の配当の状況」をご覧ください。  

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 ― ― ― 1.00 1.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 1.00 1.00

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 23,380 3.6 586 △30.3 406 △40.8 201 △76.5 8.32

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、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。〕  

(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） 

(注)上記「発行済株式数」は、普通株式に係る発行済株式数です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式(非上場)の発行済株式数ついては、2ペ
ージ「2.種類株式の発行済株式数」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 
1．平成21年3月期の連結業績予想の詳細は、平成20年10月29日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 
2．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について、及び上記1に係る業績予想
の具体的修正内容は、4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」をご覧ください。 
3．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。なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様
式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第1項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務
諸表規則を適用しております。  

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 無

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  16,155,600株 20年3月期  16,155,600株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  237株 20年3月期  237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  16,155,600株 20年3月期第2四半期  16,155,600株

user
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(参考）
1.種類株式の配当の状況

普通株式と権利関係の異なる種類株式に係る1株当たり配当金の内訳は以下のとおりです。

(注)配当予想の当四半期における修正の有無　無

2.種類株式の発行済株式数
(1)種類株式A
 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 株 20年3月期 株

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

(注)

(2)種類株式B
 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 株 20年3月期 株

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

(注)種類株式Bは、普通株式及び種類株式Aに対して配当と残余財産の分配に関して優先権を有する株式。

種類株式B

－

1.00－ － 1.00

種類株式B

種類株式A

－種類株式A

20年3月期

21年3月期

21年3月期(予想)

種類株式A

種類株式B

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

－ － 30.00

－ － －

－ － －

30.00

30.00

円 銭

30.00

1.00 1.00

(基準日)

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

5,597,100

0

5,597,100

666,666 666,666

5,597,100

0

5,597,100

0

666,666

種類株式Aは、議決権がないことを除いて、普通株式と同様の権利を有する種類株式のため、1ページの【サマリー情報】の各1株当たり情報算定の株式数
に含めております。

0

666,666







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 1,852 2,004

受取手形及び売掛金 85 97

商品及び製品 2,221 2,459

原材料及び貯蔵品 6 2

繰延税金資産 151 270

その他 492 653

貸倒引当金 △9 △5

流動資産合計 4,800 5,481

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 479 511

土地 5,287 5,429

その他（純額） 372 413

有形固定資産合計 6,140 6,353

無形固定資産 86 91

投資その他の資産   

長期貸付金 426 430

差入保証金 647 652

その他 111 97

貸倒引当金 △448 △448

投資その他の資産合計 736 732

固定資産合計 6,963 7,177

資産合計 11,763 12,658



（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   

買掛金 231 334

短期借入金 2,190 2,135

関係会社短期借入金 300 300

1年内返済予定の長期借入金 361 329

1年内返済予定の関係会社長期借入金 147 51

未払金 596 889

未払法人税等 17 24

引当金 38 37

その他 246 282

流動負債合計 4,129 4,382

固定負債   

長期借入金 2,879 3,137

関係会社長期借入金 2,344 2,506

その他 406 420

固定負債合計 5,630 6,064

負債合計 9,760 10,447

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000 1,000

資本剰余金 354 354

利益剰余金 649 857

自己株式 △0 △0

株主資本合計 2,003 2,211

純資産合計 2,003 2,211

負債純資産合計 11,763 12,658



（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 11,076

売上原価 8,788

売上総利益 2,288

販売費及び一般管理費 2,172

営業利益 115

営業外収益  

受取利息及び配当金 2

受取地代家賃 11

受取手数料 25

その他 12

営業外収益合計 51

営業外費用  

支払利息 120

賃貸収入原価 11

その他 6

営業外費用合計 138

経常利益 29

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1

固定資産売却益 2

その他 0

特別利益合計 4

特別損失  

たな卸資産評価損 12

固定資産除却損 41

その他 16

特別損失合計 70

税金等調整前四半期純損失（△） △36

法人税、住民税及び事業税 10

法人税等調整額 119

法人税等合計 129

四半期純損失（△） △166



（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 △36

減価償却費 63

引当金の増減額（△は減少） 1

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3

受取利息及び受取配当金 △2

支払利息 120

固定資産売却損益（△は益） △2

固定資産除却損 41

その他の特別損益（△は益） 12

売上債権の増減額（△は増加） 11

たな卸資産の増減額（△は増加） 234

未収入金の増減額（△は増加） 176

仕入債務の増減額（△は減少） △102

未払金の増減額（△は減少） △279

その他 △72

小計 169

利息及び配当金の受取額 2

利息の支払額 △121

法人税等の支払額 △20

営業活動によるキャッシュ・フロー 29

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 △26

有形固定資産の売却による収入 153

無形固定資産の取得による支出 △1

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー 125

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 300

短期借入金の返済による支出 △244

長期借入金の返済による支出 △292

リース債務の返済による支出 △28

配当金の支払額 △41

財務活動によるキャッシュ・フロー △306

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △152

現金及び現金同等物の期首残高 2,004

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,852





「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高  11,235 100.0

Ⅱ　売上原価  8,670 77.2

売上総利益  2,564 22.8

Ⅲ　販売費及び一般管理費  2,081 18.5

営業利益  483 4.3

Ⅳ　営業外収益    

受取利息及び配当金 1   

賃貸料収入 14   

その他 14 30 0.3

Ⅴ　営業外費用    

支払利息 109   

賃貸料原価 12   

その他 7 129 1.2

経常利益  384 3.4

Ⅵ　特別利益    

貸倒引当金戻入益 4 4 0.0

Ⅶ　特別損失    

過年度未収勘定整理損 74   

その他 14 88 0.7

税金等調整前中間純利益  300 2.7

法人税、住民税及び事業税 8   

法人税等調整額 -　 8 0.1

中間純利益  291 2.6



（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前中間純利益 300

減価償却費 72

賞与引当金の増加額 32

貸倒引当金の増加額（△は
減少額）

△11

受取利息及び受取配当金 △1

支払利息 109

過年度未収勘定整理損 74

固定資産除却損 3

その他特別損失 10

売上債権の減少額 30

たな卸資産の減少額 22

未収入金の減少額（△は増
加額）

△44

その他流動資産の減少額 65

仕入債務の増加額（△は減
少額）

△41

未払金の増加額（△は減少
額）

△261

その他 50

小計 410

利息及び配当金の受取額 1

利息の支払額 △108

法人税等の支払額 △35

営業活動によるキャッシュ・
フロー

267

Ⅱ　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

△91

無形固定資産の取得による
支出

△0

短期貸付金の回収による収
入

1

保険解約による収入 37

その他固定資産の増加額 △5

その他 0

投資活動によるキャッシュ・
フロー

△58



前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（百万円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

 

短期借入れにによる収入 350

短期借入金の返済による支
出

△350

長期借入金の返済による支
出

△155

ファイナンス・リース債務
の返済による支出

△47

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△203

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額 5

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残
高

884

Ⅵ　資金の範囲の変更による現金
及び現金同等物の増加額

611

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期
末残高

1,501

　（注）前年同四半期は資金の範囲からハナテン・オート有限責任中間法人に係る現金

　　　　及び預金（責任財産限定対象）を除いております。
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