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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 31,534 ― 1,208 ― 1,771 ― 1,018 ―

20年3月期第3四半期 29,534 5.5 816 41.3 1,344 19.9 803 20.0

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 50.45 ―

20年3月期第3四半期 39.80 ―

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 23,458 13,598 58.0 673.76
20年3月期 20,269 13,206 65.2 654.32

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  13,598百万円 20年3月期  13,206百万円

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 ― 20.00 20.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 21.00 21.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 40,597 4.5 1,407 16.9 2,120 11.4 1,207 17.1 59.80

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。］  

(2) 四半期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) 発行済株式数（普通株式） 

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  20,214,480株 20年3月期  20,214,480株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  31,620株 20年3月期  31,536株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  20,182,897株 20年3月期第3四半期  20,183,067株

※ 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の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、２ページ「定性的情
報・財務諸表等 ３．業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国金融不安に端を発した世界経済の混乱と急激な円高進行によ

り、企業業績が急速に低下するとともに、雇用関係の悪化や個人消費の低迷等、景気の減退感が一段と強まってまい

りました。  

 このような状況のもと、当社といたしましては、売れ筋商品の開発に取り組むとともに、売上高の増強に努めてま

いりました。 

 その結果、当第３四半期累計期間の売上高は315億34百万円（対前年同期比106.8％）となりました。 

 品目別売上高につきましては、 

「ダイニング用品」は、ステンレスボトル、卓上保温用品、レジャー用小物用品等の売上高増加により、80億94

百万円（対前年同期比112.0％）となりました。 

「キッチン用品」は、圧力鍋、包丁、フッ素樹脂加工のフライパン（マーブルコートフライパン）等の売上高増

加により、126億74百万円（対前年同期比106.9％）となりました。 

「サニタリー用品」は、スチール物干し台、万歩計、清掃用品等の売上高増加により、47億22百万円（対前年同

期比100.9％）となりました。  

「収納用品」は、プラスチック引出しケース、スチールレンジ台等の売上高減少により、32億56百万円（対前年

同期比96.4％）となりました。  

「シーズン用品他」は、クーラーボックス、ウォータージャグ等の売上高増加により、27億87百万円（対前年同

期比116.2％）となりました。  

 損益面におきましては、売上総利益率の改善と物流関連経費の削減等により、営業利益は12億08百万円、経常利益

は17億71百万円、四半期純利益は10億18百万円となりました。 

 なお、前年同期比較に関する情報は参考として記載しております。 

  

  

 当第３四半期末の総資産は、有形固定資産の減価償却を行ったこと、株価の低迷により投資有価証券が減少したこ

と等がある一方、現金及び預金の増加、受取手形及び売掛金の増加、商品の増加等により、前期末比31億88百万円増

の234億58百万円となりました。有利子負債は、設備資金の返済があった一方、季節資金の借入れにより、前期末比

９億75百万円増の12億75百万円となりました。純資産は、配当を支払ったものの、利益剰余金の増加等により、前期

末比３億92百万円増の135億98百万円となり、自己資本比率は58.0％となりました。  

  

  

 業績予想は、平成20年10月28日公表時から変更しておりません。  

 今後の見通しにつきましては、引き続き厳しい経営環境が続くものと予想されます。 

 当第３四半期累計期間の業績は順調に推移しておりますが、天候・天災等の不確定要因等があるため、実際の業績

は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。  

  

  

① 簡便な会計処理 

  該当事項はありません。 

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。なお、法

人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

  

  

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 

３．業績予想に関する定性的情報 

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（２）四半期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 

① 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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② 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっておりま

したが、第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月

５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

  これによる影響額は軽微であります。 

③ 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る会計処理によっておりました

が、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部

会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４

月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１

四半期会計期間から開始したリース契約にこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によ

っております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

  これによる影響額は軽微であります。 

  なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸

借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。  

  

－3－

中山福㈱（７４４２）平成21年３月期　第３四半期決算短信



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,904,081 2,090,029

受取手形及び売掛金 11,077,316 8,994,728

商品 2,464,294 1,863,780

その他 451,334 457,259

貸倒引当金 △1,961 △1,610

流動資産合計 16,895,065 13,404,188

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,277,246 2,350,281

土地 2,248,396 2,248,396

その他（純額） 272,679 288,945

有形固定資産合計 4,798,322 4,887,624

無形固定資産 13,688 12,664

投資その他の資産   

投資有価証券 1,261,243 1,619,031

その他 576,836 440,916

貸倒引当金 △86,877 △95,118

投資その他の資産合計 1,751,201 1,964,829

固定資産合計 6,563,212 6,865,117

資産合計 23,458,278 20,269,305

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,021,565 4,814,239

1年内返済予定の長期借入金 75,570 300,480

短期借入金 1,200,000 －

未払法人税等 347,405 528,354

賞与引当金 101,904 199,935

その他 578,393 712,011

流動負債合計 9,324,838 6,555,020

固定負債   

退職給付引当金 186,350 183,410

役員退職慰労引当金 346,867 322,837

その他 1,900 1,900

固定負債合計 535,117 508,147

負債合計 9,859,955 7,063,168
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,706,000 1,706,000

資本剰余金 1,269,020 1,269,020

利益剰余金 10,538,990 9,924,432

自己株式 △12,861 △12,814

株主資本合計 13,501,148 12,886,638

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 97,271 321,904

繰延ヘッジ損益 △97 △2,406

評価・換算差額等合計 97,173 319,498

純資産合計 13,598,322 13,206,137

負債純資産合計 23,458,278 20,269,305
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 31,534,486

売上原価 25,587,603

売上総利益 5,946,883

販売費及び一般管理費 4,738,626

営業利益 1,208,256

営業外収益  

受取利息 888

受取配当金 24,714

仕入割引 492,045

その他 57,344

営業外収益合計 574,992

営業外費用  

支払利息 6,699

その他 5,378

営業外費用合計 12,078

経常利益 1,771,171

特別利益  

投資有価証券売却益 12

貸倒引当金戻入額 8,922

固定資産売却益 103

特別利益合計 9,038

特別損失  

固定資産除却損 957

投資有価証券評価損 86

特別損失合計 1,043

税引前四半期純利益 1,779,166

法人税等 760,949

四半期純利益 1,018,216
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 1,779,166

減価償却費 130,026

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,890

賞与引当金の増減額（△は減少） △98,031

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △67,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,940

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 24,030

受取利息及び受取配当金 △25,603

支払利息 6,699

有形固定資産売却損益（△は益） △103

有形固定資産除却損 957

有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） △12

投資有価証券評価損益（△は益） 86

売上債権の増減額（△は増加） △2,082,588

たな卸資産の増減額（△は増加） △600,514

仕入債務の増減額（△は減少） 2,207,325

未払消費税等の増減額（△は減少） △32,086

その他 48,005

小計 1,285,407

利息及び配当金の受取額 25,804

利息の支払額 △10,519

法人税等の支払額 △933,869

営業活動によるキャッシュ・フロー 366,824

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 △109,215

有形固定資産の売却による収入 1,035

無形固定資産の取得による支出 △1,701

投資有価証券の取得による支出 △20,718

投資有価証券の売却による収入 71

貸付けによる支出 △10,400

貸付金の回収による収入 7,843

敷金及び保証金の差入による支出 △114

敷金及び保証金の回収による収入 1,042

その他 8,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △124,156

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） 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △224,910

自己株式の取得による支出 △47

配当金の支払額 △403,658

財務活動によるキャッシュ・フロー 571,383

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 814,051

現金及び現金同等物の期首残高 2,090,029

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,904,081
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  29,534

Ⅱ 売上原価  24,108

売上総利益  5,425

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,608

営業利益  816

Ⅳ 営業外収益  543

１．仕入割引  470

２．その他  73

Ⅴ 営業外費用  15

経常利益  1,344

Ⅵ 特別利益  16

Ⅶ 特別損失  7

税引前四半期純利益  1,353

税金費用  549

四半期純利益  803
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