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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 18,958 ― 57 ― 119 ― △49 ―
20年3月期第3四半期 18,877 145.3 161 △74.8 191 △70.4 107 △80.1

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 △0.99 ―
20年3月期第3四半期 2.16 ―

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 11,495 8,096 70.4 161.90
20年3月期 12,025 8,309 69.1 166.15

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  8,096百万円 20年3月期  8,309百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.00 3.00

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 26,250 3.8 300 35.6 400 48.8 10 △85.8 0.20

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  

(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） 

(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．上記の予想は本資料の発表時現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合がありま
す。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の３ページをご参照下さい。 
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3四半期  50,020,000株 20年3月期  50,020,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  10,394株 20年3月期  8,283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  50,011,141株 20年3月期第3四半期  50,012,722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 732,397 2,391,591

受取手形及び売掛金 385,299 854,742

割賦売掛金 1,587,452 2,688,225

営業貸付金 2,418,297 547,219

商品 541,972 372,786

製品 33,335 50,360

原材料 － 25,915

仕掛品 29,023 103,191

販売用不動産 1,865,801 1,749,131

繰延税金資産 252,297 252,297

求償債権 640,000 －

その他 322,956 199,319

貸倒引当金 △21,455 △8,816

流動資産合計 8,787,379 9,225,966

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,205,678 1,180,881

減価償却累計額 △616,072 △583,066

建物及び構築物（純額） 589,606 597,815

機械装置及び運搬具 892,864 892,864

減価償却累計額 △853,957 △844,295

機械装置及び運搬具（純額） 38,906 48,568

土地 797,376 794,200

その他 139,285 124,355

減価償却累計額 △90,129 △74,115

その他（純額） 49,156 50,240

有形固定資産合計 1,475,045 1,490,825

無形固定資産   

のれん 528,604 587,132

その他 16,820 20,792

無形固定資産合計 545,425 607,924

投資その他の資産   

投資有価証券 159,873 181,167

繰延税金資産 278,827 269,485

その他 249,231 249,632

投資その他の資産合計 687,932 700,284

固定資産合計 2,708,403 2,799,034

資産合計 11,495,782 12,025,000



（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 165,295 376,644

短期借入金 2,790,000 2,700,000

未払法人税等 33,441 24,917

賞与引当金 25,224 81,277

割賦利益繰延 84,267 134,226

その他 121,511 86,270

流動負債合計 3,219,740 3,403,337

固定負債   

社債 115,000 127,500

退職給付引当金 38,709 162,253

役員退職慰労引当金 12,453 8,901

その他 13,500 13,500

固定負債合計 179,662 312,154

負債合計 3,399,403 3,715,492

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,064,688 6,064,688

利益剰余金 2,033,546 2,232,960

自己株式 △1,213 △1,088

株主資本合計 8,097,021 8,296,560

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △642 12,947

評価・換算差額等合計 △642 12,947

純資産合計 8,096,378 8,309,508

負債純資産合計 11,495,782 12,025,000



（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 18,958,411

売上原価 17,770,410

売上総利益 1,188,000

販売費及び一般管理費 1,130,787

営業利益 57,212

営業外収益  

受取利息 1,834

受取配当金 2,541

受取賃貸料 36,547

業務受託手数料 22,645

その他 5,470

営業外収益合計 69,039

営業外費用  

支払利息 1,156

その他 5,903

営業外費用合計 7,060

経常利益 119,192

特別損失  

販売用不動産評価損 53,850

事業撤退損 47,465

特別退職金 15,000

賃貸借契約解約損 2,000

特別損失合計 118,315

税金等調整前四半期純利益 877

法人税、住民税及び事業税 50,256

法人税等合計 50,256

四半期純損失（△） △49,379



（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利益 877

減価償却費 65,966

のれん償却額 58,527

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,639

賞与引当金の増減額（△は減少） △56,053

退職給付引当金の増減額（△は減少） △123,544

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,552

受取利息及び受取配当金 △4,375

支払利息 1,156

販売用不動産評価損 53,850

賃貸借契約解約損 2,000

売上債権の増減額（△は増加） 1,497,684

たな卸資産の増減額（△は増加） △217,102

営業貸付金の増減額（△は増加） △1,871,077

仕入債務の増減額（△は減少） △211,349

割賦利益繰延の増減額（△は減少） △49,959

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,790

求償債権の増減額（△は増加） △640,000

その他 △31,149

小計 △1,498,568

利息及び配当金の受取額 4,375

利息の支払額 △1,156

法人税等の支払額 △41,732

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,537,081

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △43,853

投資有価証券の取得による支出 △1,638

差入保証金の回収による収入 21,855

差入保証金の差入による支出 △23,778

その他 △2,037

投資活動によるキャッシュ・フロー △49,451

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 820,000

短期借入金の返済による支出 △730,000

社債の償還による支出 △12,500

自己株式の取得による支出 △125

配当金の支払額 △150,035

財務活動によるキャッシュ・フロー △72,660

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,659,194

現金及び現金同等物の期首残高 2,391,591

現金及び現金同等物の四半期末残高 732,397
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