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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 8,167 ― △310 ― △350 ― △531 ―
20年3月期第3四半期 9,243 0.0 130 △59.4 133 △61.4 28 △86.3

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3四半期 △92.15 ―
20年3月期第3四半期 4.97 ―

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3四半期 9,895 5,231 52.9 907.46
20年3月期 10,945 5,898 53.9 1,023.24

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,231百万円 20年3月期  5,898百万円

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  有   

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 ― 8.00 8.00
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  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 10,249 △15.3 △499 ― △572 ― △754 ― △130.79

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、5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．平成20年10月31日に公表いたしました連結業績予想のうち、通期について本資料において修正しております。具体的な内容につきましては、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及び平成21年１月30日発表の「平成21年3月期業績予想及び期末配当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。 
 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。  

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  6,333,276株 20年3月期  6,333,276株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  568,484株 20年3月期  568,387株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  5,764,790株 20年3月期第3四半期  5,767,137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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 303,637 497,820

受取手形及び売掛金 3,611,621 3,915,542

商品及び製品 913,556 1,065,917

仕掛品 153,600 235,711

原材料及び貯蔵品 312,790 313,981

その他 56,200 123,737

貸倒引当金 △4,953 △8,607

流動資産合計 5,346,453 6,144,103

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,608,169 2,539,594

その他（純額） 1,298,955 1,418,383

有形固定資産合計 3,907,125 3,957,977

無形固定資産   

のれん 239,731 271,001

その他 18,538 16,866

無形固定資産合計 258,270 287,867

投資その他の資産   

投資有価証券 297,653 443,226

その他 115,716 142,031

貸倒引当金 △29,764 △30,090

投資その他の資産合計 383,605 555,167

固定資産合計 4,549,000 4,801,013

資産合計 9,895,454 10,945,116



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 1,468,449 1,825,135

短期借入金 880,000 750,000

未払法人税等 4,838 23,943

未払費用 47,817 47,247

賞与引当金 63,746 180,544

その他 886,184 646,009

流動負債合計 3,351,035 3,472,879

固定負債   

社債 － 300,000

長期借入金 862,276 834,216

退職給付引当金 140,339 144,407

役員退職慰労引当金 297,479 284,241

その他 12,995 10,518

固定負債合計 1,313,090 1,573,383

負債合計 4,664,126 5,046,263

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,136,518 1,136,518

資本剰余金 1,133,596 1,133,596

利益剰余金 3,089,984 3,667,447

自己株式 △141,246 △141,251

株主資本合計 5,218,852 5,796,310

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,965 96,936

為替換算調整勘定 8,509 5,606

評価・換算差額等合計 12,475 102,542

純資産合計 5,231,327 5,898,853

負債純資産合計 9,895,454 10,945,116



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 8,167,010

売上原価 7,063,690

売上総利益 1,103,319

販売費及び一般管理費 1,413,360

営業損失（△） △310,040

営業外収益  

受取利息 359

受取配当金 9,941

受取家賃 10,688

仕入割引 9,919

その他 7,648

営業外収益合計 38,557

営業外費用  

支払利息 22,512

売上割引 9,526

為替差損 46,398

その他 1,076

営業外費用合計 79,513

経常損失（△） △350,997

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,685

投資有価証券売却益 17,344

その他 368

特別利益合計 21,399

特別損失  

固定資産除却損 5,453

投資有価証券評価損 13,348

特別損失合計 18,801

税金等調整前四半期純損失（△） △348,399

法人税、住民税及び事業税 8,842

法人税等調整額 173,997

法人税等合計 182,839

四半期純損失（△） △531,239



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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損失（△） △348,399

減価償却費 207,673

のれん償却額 31,269

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,979

賞与引当金の増減額（△は減少） △116,798

受取利息及び受取配当金 △10,300

支払利息 22,512

売上債権の増減額（△は増加） 304,022

たな卸資産の増減額（△は増加） 233,242

仕入債務の増減額（△は減少） △356,486

その他 48,401

小計 11,157

利息及び配当金の受取額 10,279

利息の支払額 △23,127

法人税等の還付額 18,300

法人税等の支払額 △62,410

営業活動によるキャッシュ・フロー △45,800

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 △177,683

投資有価証券の取得による支出 △33,887

投資有価証券の売却による収入 26,835

その他 △471

投資活動によるキャッシュ・フロー △185,206

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） 130,000

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △339,916

配当金の支払額 △46,466

その他 △99

財務活動によるキャッシュ・フロー 43,517

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,693

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △194,182

現金及び現金同等物の期首残高 497,820

現金及び現金同等物の四半期末残高 303,637
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