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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 3,739 ― 389 ― 454 ― 228 ―

20年3月期第2四半期 4,507 △12.0 508 20.2 558 16.3 192 ―

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 16.62 ―

20年3月期第2四半期 13.90 ―

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 18,788 14,822 78.9 1,077.30
20年3月期 19,370 14,860 76.7 1,079.91

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  14,822百万円 20年3月期  14,860百万円

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 ― 5.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 5.00 10.00

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  有  
 

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 6,900 △16.6 420 △3.9 500 15.7 200 ― 14.54

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、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） 

（注）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.上記の業績予想につきましては、平成20年５月21日に公表しました内容から変更しております。詳細は、３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」及び本日別途開示する「特別損失の発生及び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、当社が発表日現在において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、今後様々な要因によって予測数値と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あたっての注意事項等について
は、３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 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  15,463,816株 20年3月期  15,463,816株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  1,704,940株 20年3月期  1,702,940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  13,760,816株 20年3月期第2四半期  13,851,976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 4,958,713 4,100,738

受取手形及び売掛金 8,184,623 9,110,343

商品 465,128 432,852

製品 8,014 11,781

原材料 12,270 12,334

仕掛品 1,517 1,222

貯蔵品 58,711 61,480

前払費用 387,019 484,685

繰延税金資産 506,517 506,603

その他 136,757 372,045

貸倒引当金 △82,556 △67,958

流動資産合計 14,636,715 15,026,131

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,599,793 2,633,679

減価償却累計額 △826,304 △829,259

建物及び構築物（純額） 1,773,488 1,804,419

土地 324,468 331,768

建設仮勘定  31,566

その他 545,042 548,578

減価償却累計額 △276,402 △279,299

その他（純額） 268,639 269,279

有形固定資産合計 2,366,596 2,437,033

無形固定資産   

のれん 35,670 44,574

その他 47,244 35,776

無形固定資産合計 82,914 80,351

投資その他の資産   

投資有価証券 908,219 977,918

敷金及び保証金 381,302 439,041

繰延税金資産 130,718 132,327

その他 350,617 341,770

貸倒引当金 △68,362 △64,534

投資その他の資産合計 1,702,495 1,826,523

固定資産合計 4,152,006 4,343,908

資産合計 18,788,722 19,370,039



（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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 342,747 190,978

未払法人税等 224,455 245,076

賞与引当金 87,714 88,516

返品調整引当金 17,308 42,181

割賦利益繰延 1,920,078 2,184,440

その他 1,031,316 1,393,207

流動負債合計 3,623,621 4,144,400

固定負債   

退職給付引当金 12,335 9,914

役員退職慰労引当金 304,219 329,373

その他 26,071 25,807

固定負債合計 342,626 365,095

負債合計 3,966,247 4,509,495

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,656,000 1,656,000

資本剰余金 6,706,301 6,706,301

利益剰余金 7,690,067 7,667,730

自己株式 △1,139,159 △1,138,565

株主資本合計 14,913,210 14,891,467

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △90,735 △30,923

評価・換算差額等合計 △90,735 △30,923

純資産合計 14,822,474 14,860,543

負債純資産合計 18,788,722 19,370,039



（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 3,739,719

売上原価 1,696,905

売上総利益 2,042,814

販売費及び一般管理費 1,653,405

営業利益 389,408

営業外収益  

受取利息 5,142

受取配当金 5,708

為替差益 33,563

投資事業組合運用益 1,029

その他 21,244

営業外収益合計 66,688

営業外費用  

不動産賃貸費用 1,774

その他 290

営業外費用合計 2,064

経常利益 454,032

特別利益  

前期損益修正益 692

特別利益合計 692

特別損失  

固定資産除却損 1,546

投資有価証券評価損 3,503

貸倒引当金繰入額 3,275

店舗閉鎖損失 9,433

その他 1,017

特別損失合計 18,777

税金等調整前四半期純利益 435,947

法人税、住民税及び事業税 191,624

法人税等調整額 15,573

法人税等合計 207,197

四半期純利益 228,749



（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 435,947

減価償却費 93,120

のれん償却額 8,904

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,425

受取利息及び受取配当金 △10,851

為替差損益（△は益） △20,122

売上債権の増減額（△は増加） 925,720

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,969

仕入債務の増減額（△は減少） 151,768

賞与引当金の増減額（△は減少） △802

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,421

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,154

返品調整引当金の増減額（△は減少） △24,872

固定資産除却損 1,546

投資事業組合運用損益（△は益） △1,029

前払費用の増減額（△は増加） 97,666

割賦利益繰延の増減額（△は減少） △264,362

その他 △105,259

小計 1,257,097

利息及び配当金の受取額 10,851

法人税等の支払額 △210,217

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,057,731

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 △25,983

無形固定資産の取得による支出 △20,631

投資有価証券の取得による支出 △75,000

敷金及び保証金の差入による支出 △53,593

敷金及び保証金の回収による収入 111,332

その他 19,800

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,075

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △206,413

その他 △330

財務活動によるキャッシュ・フロー △206,743

現金及び現金同等物に係る換算差額 △64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 806,849

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額 51,125

現金及び現金同等物の期首残高 4,100,738

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,958,713
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