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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 18,201 ― 361 ― 415 ― 211 ―

20年3月期第3四半期 17,448 4.4 363 16.0 468 21.6 279 71.8

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 16.57 ―

20年3月期第3四半期 21.88 ―

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 14,754 6,982 47.3 546.52
20年3月期 14,122 7,293 51.6 570.59

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  6,982百万円 20年3月期  7,022百万円

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 ― 4.00 ― 4.25 8.25
21年3月期 ― 4.25 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4.25 8.50

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 24,900 7.1 565 22.5 610 6.9 325 5.7 25.44

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）業績予想は、本資料の発表日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ます。 
    実際の業績は、今後の様々な要因により、異なる結果となる可能性があります。 
 （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  15,600,000株 20年3月期  15,600,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  2,824,135株 20年3月期  2,817,930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  12,778,004株 20年3月期第3四半期  12,785,868株
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 ※定性的情報における前年同期比増減率につきましては、参考として記載しております。 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した金融市
場の混乱、株式市場の低迷や急激な円高ならびに企業の業況感の悪化により設備投資の減少で製造業を中
心に雇用環境が厳しさを増し景気の後退感は強まってまいりました。 
 このような情勢下において、当社グループはお客様志向を強めた開発営業力の強化ならびに主力得意先
への拡販、提案営業などの推進に継続的に取り組みました。 
 当第３四半期の連結累計期間の業績につきましては、好調な推移を続けていた情報関連の光学用途向け
樹脂・カーエレクトロニクス商材や化学品関連の各種商材ならびに日用品関連のフィルム商材が、年度後
半に入り市場の低迷もあって厳しい状況となりましたが、第２四半期までの好調が貢献し増加いたしまし
た。一方、土木・建材資材関連は公共投資やマンション向け商材が着工戸数の減少で低調となり、輸送機
器関連も海外を含めた二輪市場の低迷により部材関連が大幅に減少いたしました。 
 これらの結果、売上高は182億１百万円（前年同期比4.3％増）となりましたが、退職給付引当金差額１
千７百万円の繰入及び受取配当金の減少（前年同期比３千４百万円減）などにより、営業利益３億６千１
百万円（前年同期比0.5％減）、経常利益４億１千５百万円（前年同期比11.3％減）、また、第２四半期
に特別損失として計上した投資有価証券評価損３千１百万円により、四半期純利益は２億１千１百万円
（前年同期比24.3％減）となりました。 

  
  

① 資産の部 
流動資産は前連結会計年度末に比べ、5.9％増加し、104億５千１百万円となりました。 

 これは主に、受取手形及び売掛金が３億６千６百万円、商品が１億２千１百万円増加し、現金及び
預金が７千２百万円増加したことによるものであります。 
 固定資産は前連結会計年度末に比べ、12.9％増加し、43億２百万円となりました。 
 これは主に、投資有価証券が３億６百万円増加し、有形固定資産が減価償却などに伴い１千１百万
円減少したことによるものであります。 
 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、7.8％増加し、147億５千４百万円となりました。

  

② 負債の部 
流動負債は前連結会計年度末に比べ、19.3％増加し、74億５百万円となりました。 

 これは主に、支払手形及び買掛金が、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったた
め、12億８千９百万円増加したことによるものであります。 
 固定負債は前連結会計年度末に比べ、19.0％減少し、３億６千６百万円となりました。 
 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて、16.7％増加し、77億７千２百万円となりまし
た。 
  

③ 純資産の部 
純資産合計は前連結会計年度末に比べ、0.6％減少し、69億８千２百万円となりました。 

 これは主に、その他有価証券評価差額金が１億４千１百万円減少したことによるものであります。 
  

④ キャッシュ・フローの状況 
当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、14億２千２

百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億７千２百万円増加いたしました。 
 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 
  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果、増加した資金は９億７千３百万円となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益３億８千３百万円、仕入債務の増加12億８千９百万円によ
る収入に対し、売上債権の増加３億６千７百万円、たな卸資産の増加１億２千１百万円、法人税等の
支払額２億３千８百万円などの支出によるものです。  
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果、減少した資金は２億９千１百万円となりました。 

 これは主に、定期預金の払戻による収入５億円に対し、投資有価証券の取得５億７千７百万円によ
るものであります。 
  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果、減少した資金は１億９百万円となりました。 

 これは主に、配当金の支払によるものであります。 
  

・定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報
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米国経済を中心とした先行き不透明感などの影響で予断を許さない状況が続くものと思われます。  
 これらの情勢を勘案し、現時点における入手可能な情報を総合的に判断した結果、業績予想につきまし
ては、平成20年11月４日に発表いたしました通期の業績予想を変更しておりません。  
  

  

該当事項はありません。 
  

① たな卸資産の評価方法 
実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の実地たな卸高を基準として、合理的な方法によ

り算定する方法によっております。 
  

② 固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。  
  

③ 税金費用の計算 
当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果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する方法を採用しております。 
  

① 四半期財務諸表に関する会計基準等の適用 
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。 
  

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 
たな卸資産については、移動平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期

間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基
準第９号)が適用されたことに伴い、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)により算出しております。 
 これにより、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等調整
前四半期純利益はそれぞれ1,255千円減少しております。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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 1,792,850 1,720,173

受取手形及び売掛金 8,233,846 7,867,296

商品 385,910 264,041

その他 78,008 58,468

貸倒引当金 △38,616 △37,527

流動資産合計 10,451,999 9,872,453

固定資産   

有形固定資産 847,443 858,806

無形固定資産 7,906 8,052

投資その他の資産   

投資有価証券 3,128,288 2,822,039

その他 415,958 218,595

貸倒引当金 △96,658 △95,423

投資その他の資産合計 3,447,588 2,945,211

固定資産合計 4,302,939 3,812,069

資産合計 14,754,938 13,684,522

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,203,653 5,913,742

未払法人税等 66,634 125,260

賞与引当金 16,567 66,907

役員賞与引当金 12,000 15,000

その他 106,838 88,406

流動負債合計 7,405,693 6,209,317

固定負債   

退職給付引当金 744 492

役員退職慰労引当金 172,271 165,469

その他 193,525 286,386

固定負債合計 366,540 452,347

負債合計 7,772,234 6,661,665

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,716,600 1,716,600

資本剰余金 1,433,615 1,433,646

利益剰余金 4,260,121 4,157,137

自己株式 △573,940 △572,622

株主資本合計 6,836,396 6,734,761

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 116,762 258,550

土地再評価差額金 29,545 29,545

評価・換算差額等合計 146,308 288,096

純資産合計 6,982,704 7,022,857

負債純資産合計 14,754,938 13,684,522

三京化成㈱（8138）平成21年３月期第３四半期決算短信

4



(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 18,201,343

売上原価 16,691,308

売上総利益 1,510,034

販売費及び一般管理費 1,148,248

営業利益 361,785

営業外収益  

受取利息 8,167

受取配当金 41,582

仕入割引 7,290

その他 9,617

営業外収益合計 66,658

営業外費用  

たな卸資産処分損 3,451

持分法による投資損失 2,612

売上割引 6,673

その他 655

営業外費用合計 13,393

経常利益 415,050

特別損失  

投資有価証券評価損 31,332

固定資産除却損 57

特別損失合計 31,390

税金等調整前四半期純利益 383,660

法人税、住民税及び事業税 171,887

法人税等合計 171,887

四半期純利益 211,772
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 5,772,614

売上原価 5,297,298

売上総利益 475,315

販売費及び一般管理費 386,116

営業利益 89,199

営業外収益  

受取利息 3,551

受取配当金 11,010

仕入割引 2,267

その他 3,885

営業外収益合計 20,714

営業外費用  

たな卸資産処分損 5

持分法による投資損失 △1,723

売上割引 2,242

その他 309

営業外費用合計 833

経常利益 109,080

特別利益  

貸倒引当金戻入額 3,864

特別利益合計 3,864

税金等調整前四半期純利益 112,945

法人税、住民税及び事業税 50,599

法人税等合計 50,599

四半期純利益 62,345
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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 383,660

減価償却費 25,168

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,323

賞与引当金の増減額（△は減少） △50,340

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △3,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 252

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,802

前払年金費用の増減額（△は増加） 4,109

受取利息及び受取配当金 △49,749

持分法による投資損益（△は益） 2,612

有形固定資産除却損 57

投資有価証券評価損益（△は益） 31,332

売上債権の増減額（△は増加） △367,618

たな卸資産の増減額（△は増加） △121,869

その他の資産の増減額（△は増加） △20,023

仕入債務の増減額（△は減少） 1,289,910

その他の負債の増減額（△は減少） 33,254

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,274

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

8,640

小計 1,160,247

利息及び配当金の受取額 52,271

法人税等の支払額 △238,666

営業活動によるキャッシュ・フロー 973,852

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の払戻による収入 500,000

有形固定資産の取得による支出 △13,717

投資有価証券の取得による支出 △577,311

その他 △200,403

投資活動によるキャッシュ・フロー △291,432

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △1,679

自己株式の売却による収入 351

配当金の支払額 △108,414

財務活動によるキャッシュ・フロー △109,742

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 572,676

現金及び現金同等物の期首残高 850,173

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,422,850
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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。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前年同四半期に係る財務諸表 

 （1）四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

前第３四半期連結会計期間
(自 平成19年４月１日
至 平成19年12月31日)

区分 金額(千円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 17,448,626 100.0

Ⅱ 売上原価 15,987,057 91.6

    売上総利益 1,461,568 8.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,098,109 6.3

    営業利益 363,459 2.1

Ⅳ 営業外収益

   受取利息 7,042

   受取配当金 73,229

   持分法による投資利益 14,689

   仕入割引 8,247

   雑収入 10,098 113,305 0.6

Ⅴ 営業外費用

   たな卸資産処分損 3,651

   売上割引 5,056

   雑損失 46 8,753 0.0

    経常利益 468,011 2.7

Ⅵ 特別利益

   関係会社株式売却益 6,053 6,053 0.0

Ⅶ 特別損失

   投資有価証券評価損 176

   固定資産除却損 162 338 0.0

    税金等調整前 
        四半期純利益

473,726 2.7

    法人税、住民税 
        及び事業税

194,003 1.1

    四半期純利益 279,723 1.6
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