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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 7,373 ― △538 ― △398 ― 15 ―
20年3月期第2四半期 11,874 △2.8 △669 ― △532 ― △517 ―

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 2.84 ―
20年3月期第2四半期 △93.15 ―

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 10,632 2,602 24.5 468.79
20年3月期 11,322 2,634 23.3 474.68

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,602百万円 20年3月期  2,634百万円

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） ――― ――― ― 0.00 0.00

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 15,210 △35.6 △480 ― △200 ― 100 ― 18.02

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、２～３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） 

１．本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、現時点での入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によって
大きく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」に伴い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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  5,551,000株 20年3月期  5,551,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  170株 20年3月期  95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  5,550,846株 20年3月期第2四半期  5,550,908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 396,108 558,098

受取手形及び売掛金 343,123 513,374

商品 1,109,504 1,076,585

その他 226,606 335,156

貸倒引当金 △154 △47

流動資産合計 2,075,188 2,483,166

固定資産   

有形固定資産   

建物 4,214,808 4,171,001

減価償却累計額 △1,503,282 △1,508,513

建物（純額） 2,711,525 2,662,488

土地 2,512,801 2,512,801

その他 2,103,968 2,366,622

減価償却累計額 △1,211,371 △1,433,704

その他（純額） 892,596 932,917

有形固定資産合計 6,116,923 6,108,207

無形固定資産 233,276 238,288

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,228,370 2,364,854

その他 51,612 225,061

貸倒引当金 △73,127 △96,616

投資その他の資産合計 2,206,856 2,493,299

固定資産合計 8,557,056 8,839,796

資産合計 10,632,244 11,322,963

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 758,276 846,282

短期借入金 454,927 3,351,435

未払法人税等 19,305 38,786

賞与引当金 61,521 98,775

事業構造改善引当金 105,130 314,131

その他 1,376,686 1,593,934

流動負債合計 2,775,847 6,243,345

固定負債   

長期借入金 4,929,957 2,032,400

その他 324,277 412,313

固定負債合計 5,254,235 2,444,714

負債合計 8,030,082 8,688,059



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 839,400 839,400

資本剰余金 1,000,044 1,000,044

利益剰余金 762,862 747,090

自己株式 △143 △87

株主資本合計 2,602,162 2,586,447

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － 48,456

評価・換算差額等合計 － 48,456

純資産合計 2,602,162 2,634,903

負債純資産合計 10,632,244 11,322,963



（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 7,373,568

売上原価 4,765,537

売上総利益 2,608,031

販売費及び一般管理費 3,146,204

営業損失（△） △538,173

営業外収益  

附随業収入 188,107

受取手数料 91,727

その他 60,444

営業外収益合計 340,279

営業外費用  

支払利息 56,136

附随業原価 140,074

その他 4,765

営業外費用合計 200,976

経常損失（△） △398,871

特別利益  

固定資産売却益 216,644

投資有価証券売却益 111,404

貸倒引当金戻入額 7,529

事業構造改善引当金戻入額 102,657

特別利益合計 438,235

特別損失  

固定資産除却損 6,793

投資有価証券評価損 6,775

特別損失合計 13,569

税金等調整前四半期純利益 25,795

法人税、住民税及び事業税 11,921

法人税等調整額 △1,898

法人税等合計 10,023

四半期純利益 15,771



（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利益 25,795

減価償却費 237,221

賞与引当金の増減額（△は減少） △37,253

貸倒引当金の増減額（△は減少） △23,381

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △209,001

受取利息及び受取配当金 △3,810

支払利息 56,136

有形固定資産売却損益（△は益） △216,644

有形固定資産除却損 6,793

投資有価証券売却損益（△は益） △111,404

投資有価証券評価損益（△は益） 6,775

売上債権の増減額（△は増加） 170,250

たな卸資産の増減額（△は増加） △32,919

仕入債務の増減額（△は減少） △88,005

未払消費税等の増減額（△は減少） 11,025

リース資産減損勘定取崩額 △26,852

その他 1,993

小計 △233,282

利息及び配当金の受取額 3,776

利息の支払額 △27,802

法人税等の支払額 △25,916

営業活動によるキャッシュ・フロー △283,224

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 △259,230

有形固定資産の売却による収入 216,727

賃貸資産売却に伴う原価振替額 133,535

無形固定資産の取得による支出 △12,180

投資有価証券の売却による収入 197,457

敷金及び保証金の差入による支出 △626

敷金及び保証金の回収による収入 137,110

預り保証金の返還による支出 △15,465

その他 △31

投資活動によるキャッシュ・フロー 397,297

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 7,500

長期借入金の返済による支出 △6,452

長期債務の返済による支出 △276,984

その他 △126

財務活動によるキャッシュ・フロー △276,063

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △161,990

現金及び現金同等物の期首残高 558,098

現金及び現金同等物の四半期末残高 396,108
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