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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 3,452 ― 99 ― 73 ― 27 ―
20年3月期第3四半期 3,259 4.8 117 ― 113 ― 47 ―

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 1,622.77 ―
20年3月期第3四半期 2,783.70 2,775.18

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 1,845 787 42.7 46,649.14
20年3月期 1,696 779 46.0 45,904.59

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  787百万円 20年3月期  779百万円

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 ― 1,000.00 1,000.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 1,000.00 1,000.00

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  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 4,665 8.1 145 △1.9 89 △37.5 36 △43.1 2,126.15

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、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。  

(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、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) 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 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  16,990株 20年3月期  16,990株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  108株 20年3月期  0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  16,946株 20年3月期第3四半期  16,990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．平成20年５月14日に公表いたしました平成21年３月期の通期業績予想を修正いたしました。詳細につきましては、本日公表いたしました「業績予想の修正に関するお
知らせ」をご参照ください。 
２．本資料に記載されている業績予想は、当社が現時点で入手可能な情報から得られた判断に基づいており、予想にはさまざまな不確定要素が内在しており、実際の業
績とは異なる場合があります。業績予想の前提となる条件等については、３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。  
３．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。  







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 464,631 470,183

売掛金 200,001 208,922

商品 644,904 518,933

貯蔵品 1,197 609

前払費用 45,806 40,910

繰延税金資産 15,123 23,741

未収入金 9,898 5,721

預け金 3,541 3,728

その他 2,728 1,862

貸倒引当金 △6,257 △7,321

流動資産合計 1,381,576 1,267,291

固定資産   

有形固定資産   

建物 227,671 206,019

減価償却累計額 △115,248 △104,367

建物（純額） 112,422 101,651

構築物 64,168 62,263

減価償却累計額 △45,499 △44,199

構築物（純額） 18,668 18,064

機械及び装置 50,605 46,462

減価償却累計額 △27,474 △25,453

機械及び装置（純額） 23,130 21,008

車両運搬具 6,448 5,625

減価償却累計額 △4,494 △5,323

車両運搬具（純額） 1,953 301

工具、器具及び備品 250,877 240,232

減価償却累計額 △198,284 △184,603

工具、器具及び備品（純額） 52,593 55,629

有形固定資産合計 208,769 196,655

無形固定資産   

商標権 1,370 1,617

ソフトウエア 61,657 68,922

電話加入権 2,531 2,531

無形固定資産合計 65,559 73,070

投資その他の資産   

出資金 10 10

破産更生債権等 21,421 21,421

長期前払費用 612 －

繰延税金資産 10,251 9,455

敷金及び保証金 177,019 148,805

貸倒引当金 △19,323 △19,823

投資その他の資産合計 189,991 159,869

固定資産合計 464,320 429,596

資産合計 1,845,896 1,696,888



（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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 84,001 90,033

短期借入金 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 216,166 229,184

1年内償還予定の社債 － 7,000

未払金 81,364 52,121

未払費用 38,256 22,499

未払法人税等 10,028 34,061

未払消費税等 1,770 26,646

未払配当金 269 －

預り金 6,967 3,421

賞与引当金 7,934 17,851

その他 6,207 5,603

流動負債合計 552,965 588,424

固定負債   

長期借入金 459,859 278,640

長期未払金 13,141 18,404

長期預り保証金 32,400 31,500

固定負債合計 505,400 328,544

負債合計 1,058,366 916,968

純資産の部   

株主資本   

資本金 268,330 268,330

資本剰余金 287,225 287,225

利益剰余金 234,873 224,364

自己株式 △2,897 －

株主資本合計 787,530 779,919

純資産合計 787,530 779,919

負債純資産合計 1,845,896 1,696,888



（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 3,452,085

売上原価 1,913,925

売上総利益 1,538,159

販売費及び一般管理費 1,438,308

営業利益 99,851

営業外収益  

受取利息 491

受取手数料 5,191

その他 4,625

営業外収益合計 10,308

営業外費用  

支払利息 12,162

支払手数料 24,183

その他 159

営業外費用合計 36,505

経常利益 73,654

特別利益  

固定資産売却益 165

賞与引当金戻入額 942

貸倒引当金戻入額 1,147

特別利益合計 2,256

特別損失  

固定資産除却損 3,611

本社移転費用 6,608

訴訟和解金 1,964

特別損失合計 12,183

税引前四半期純利益 63,726

法人税、住民税及び事業税 25,065

過年度法人税等 3,339

法人税等調整額 7,821

法人税等合計 36,227

四半期純利益 27,499



（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 63,726

減価償却費 32,482

その他の償却額 22,866

賞与引当金の増減額（△は減少） △9,917

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,563

受取利息及び受取配当金 △491

支払利息 12,162

固定資産除却損 3,611

固定資産売却損益（△は益） △165

移転費用 6,608

売上債権の増減額（△は増加） 8,920

たな卸資産の増減額（△は増加） △126,560

その他の資産の増減額（△は増加） △9,577

仕入債務の増減額（△は減少） △6,032

その他の負債の増減額（△は減少） 19,571

小計 15,640

利息及び配当金の受取額 491

利息の支払額 △12,772

法人税等の支払額 △50,470

営業活動によるキャッシュ・フロー △47,111

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △27,064

有形固定資産の取得による支出 △47,458

有形固定資産の除却による支出 △3,008

無形固定資産の取得による支出 △14,354

敷金及び保証金の差入による支出 △32,337

敷金及び保証金の回収による収入 2,623

投資活動によるキャッシュ・フロー △121,600

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 400,000

長期借入金の返済による支出 △231,799

社債の償還による支出 △7,000

自己株式の取得による支出 △2,897

配当金の支払額 △16,720

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △5,263

割賦債務の返済による支出 △225

財務活動によるキャッシュ・フロー 136,094

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） △32,617

現金及び現金同等物の期首残高 433,533

現金及び現金同等物の四半期末残高 400,916
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