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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 12,614 ― 231 ― 245 ― 98 ―

20年3月期第2四半期 11,910 1.7 226 15.5 239 19.3 123 11.7

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 9.74 ―

20年3月期第2四半期 13.75 ―

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 16,948 7,556 44.6 748.09
20年3月期 16,252 7,129 43.9 756.81

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,556百万円 20年3月期  7,129百万円

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 ― 5.00 ― 5.00 10.00
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  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 26,565 9.9 532 7.4 513 △4.3 275 8.3 27.22

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  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．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、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。 
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 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  10,116,917株 20年3月期  9,435,917株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  15,649株 20年3月期  15,149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  10,101,497株 20年3月期第2四半期  9,421,419株
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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 1,251,867 1,599,246

受取手形及び売掛金 7,567,224 7,264,495

商品 3,570,760 3,145,217

その他 353,847 349,579

貸倒引当金 △14,366 △13,328

流動資産合計 12,729,332 12,345,210

固定資産   

有形固定資産 1,507,370 1,387,390

無形固定資産   

のれん 119,591 －

その他 303,078 240,384

無形固定資産合計 422,670 240,384

投資その他の資産   

その他 2,359,337 2,340,976

貸倒引当金 △70,258 △60,967

投資その他の資産合計 2,289,079 2,280,008

固定資産合計 4,219,119 3,907,783

資産合計 16,948,452 16,252,993

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,758,235 6,581,551

短期借入金 1,530,728 1,391,646

未払法人税等 82,332 116,179

賞与引当金 175,197 164,387

その他 255,061 305,400

流動負債合計 8,801,556 8,559,166

固定負債   

退職給付引当金 498,767 465,957

役員退職慰労引当金 72,296 77,201

その他 19,077 20,882

固定負債合計 590,141 564,041

負債合計 9,391,697 9,123,207

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,107,843 2,107,843

資本剰余金 2,331,387 1,963,647

利益剰余金 3,214,021 3,162,650

自己株式 △8,105 △7,827

株主資本合計 7,645,147 7,226,314

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △80,559 △81,176

為替換算調整勘定 △7,831 △15,352

評価・換算差額等合計 △88,391 △96,529

純資産合計 7,556,755 7,129,785

負債純資産合計 16,948,452 16,252,993
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（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 12,614,600

売上原価 10,116,400

売上総利益 2,498,200

販売費及び一般管理費 2,266,548

営業利益 231,652

営業外収益  

受取利息 415

受取配当金 28,445

受取賃貸料 10,780

その他 10,858

営業外収益合計 50,499

営業外費用  

支払利息 9,237

為替差損 6,001

貸与資産減価償却費 9,697

その他 11,367

営業外費用合計 36,303

経常利益 245,847

特別利益  

固定資産売却益 105

貸倒引当金戻入額 1,051

特別利益合計 1,157

特別損失  

固定資産売却損 25

固定資産除却損 27,028

投資有価証券売却損 41

投資有価証券評価損 9,338

ゴルフ会員権評価損 1,650

特別損失合計 38,083

税金等調整前四半期純利益 208,921

法人税、住民税及び事業税 74,902

法人税等調整額 35,544

法人税等合計 110,446

四半期純利益 98,474
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（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 208,921

減価償却費 99,115

のれん償却額 13,287

投資有価証券評価損益（△は益） 9,338

ゴルフ会員権評価損 1,650

賞与引当金の増減額（△は減少） 950

貸倒引当金の増減額（△は減少） △728

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,873

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,904

受取利息及び受取配当金 △28,860

支払利息 9,237

固定資産除売却損益（△は益） 26,948

投資有価証券売却損益（△は益） 41

売上債権の増減額（△は増加） 270,143

たな卸資産の増減額（△は増加） △173,921

その他の流動資産の増減額（△は増加） △4,335

仕入債務の増減額（△は減少） △592,681

その他の負債の増減額（△は減少） △25,917

小計 △189,843

利息及び配当金の受取額 28,861

利息の支払額 △9,268

法人税等の支払額 △120,701

営業活動によるキャッシュ・フロー △290,951

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 △93,481

有形固定資産の売却による収入 392

無形固定資産の取得による支出 △81,636

投資有価証券の取得による支出 △2,107

投資有価証券の売却による収入 47

その他 18,508

投資活動によるキャッシュ・フロー △158,277

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） 133,382

長期借入金の返済による支出 △22,240

自己株式の取得による支出 △278

配当金の支払額 △47,103

財務活動によるキャッシュ・フロー 63,759

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,049

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △383,418

現金及び現金同等物の期首残高 1,599,246

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 36,039

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,251,867
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