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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 9,582 △11.2 △212 ― △228 ― 372 ―
20年3月期第3四半期 10,791 △17.3 △86 ― △96 ― △78 ―

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 33.93 ―
20年3月期第3四半期 △7.15 ―

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 15,139 5,514 36.4 502.06
20年3月期 14,416 5,274 36.6 480.20

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,514百万円 20年3月期  5,274百万円

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
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

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 12,200 △12.6 △420 ― △450 ― 150 ― 13.66

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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他を参照して下さい。  

(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．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．平成20年11月10日に公表いたしました連結業績予想を修正しております。本資料に記載されている業績予想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
想のご利用に当たっての注意事項等については３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をご覧下さい。  

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  11,000,000株 20年3月期  11,000,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  17,050株 20年3月期  15,520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  10,983,523株 20年3月期第3四半期  10,985,911株
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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 1,028,379 1,035,383

受取手形及び売掛金 5,199,582 5,207,261

有価証券 － 2,000

商品 3,863,851 3,452,016

その他 151,639 163,485

貸倒引当金 △166,810 △177,100

流動資産合計 10,076,642 9,683,046

固定資産   

有形固定資産 2,552,267 2,620,891

無形固定資産 10,513 10,513

投資その他の資産   

投資有価証券 879,551 1,152,634

その他 2,082,498 2,077,597

貸倒引当金 △461,747 △1,128,396

投資その他の資産合計 2,500,302 2,101,835

固定資産合計 5,063,083 4,733,239

資産合計 15,139,725 14,416,286

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,026,184 2,949,998

短期借入金 3,963,920 3,310,670

未払法人税等 8,024 12,913

賞与引当金 81,678 193,655

売上割戻引当金 14,175 10,954

その他 384,240 279,789

流動負債合計 7,478,223 6,757,981

固定負債   

長期借入金 1,635,880 1,751,320

退職給付引当金 10,489 10,101

役員退職慰労引当金 239,779 245,116

その他 261,240 377,054

固定負債合計 2,147,388 2,383,591

負債合計 9,625,611 9,141,572
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（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,857,196 1,857,196

資本剰余金 1,577,320 1,577,320

利益剰余金 4,209,394 3,836,733

自己株式 △5,277 △4,958

株主資本合計 7,638,633 7,266,291

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 186,830 319,791

繰延ヘッジ損益 185 166

土地再評価差額金 △2,311,535 △2,311,535

評価・換算差額等合計 △2,124,518 △1,991,577

純資産合計 5,514,114 5,274,714

負債純資産合計 15,139,725 14,416,286
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（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 9,582,031

売上原価 6,295,726

売上総利益 3,286,304

販売費及び一般管理費  

運賃及び荷造費 139,408

販売促進費 551,370

広告宣伝費 69,156

貸倒引当金繰入額 128,331

役員報酬 99,381

給料手当及び賞与 1,121,585

賞与引当金繰入額 81,678

役員退職慰労引当金繰入額 10,047

退職給付費用 134,795

福利厚生費 189,280

旅費 477,634

減価償却費 56,827

その他 438,860

販売費及び一般管理費合計 3,498,356

営業損失（△） △212,052

営業外収益  

受取利息 1,773

受取配当金 14,621

不動産賃貸料 54,768

その他 20,216

営業外収益合計 91,379

営業外費用  

支払利息 69,023

不動産賃貸費用 32,807

その他 6,481

営業外費用合計 108,311

経常損失（△） △228,984

特別利益  

貸倒引当金戻入額 786,840

特別利益合計 786,840

特別損失  

減損損失 17,532

貸倒引当金繰入額 7,351

投資有価証券評価損 69,106

特別退職金 102,959

その他 6,526

特別損失合計 203,476

税金等調整前四半期純利益 354,378

法人税、住民税及び事業税 4,114

法人税等調整額 △22,396

法人税等合計 △18,281

四半期純利益 372,660
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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 3,311,859

売上原価 2,179,641

売上総利益 1,132,217

販売費及び一般管理費  

運賃及び荷造費 47,887

販売促進費 188,001

広告宣伝費 21,934

貸倒引当金繰入額 91,710

役員報酬 27,441

給料手当及び賞与 396,949

賞与引当金繰入額 8,418

役員退職慰労引当金繰入額 3,200

退職給付費用 41,450

福利厚生費 68,091

旅費 158,104

減価償却費 18,869

その他 145,621

販売費及び一般管理費合計 1,217,679

営業損失（△） △85,461

営業外収益  

受取利息 620

受取配当金 4,099

不動産賃貸料 17,113

その他 12,272

営業外収益合計 34,105

営業外費用  

支払利息 23,520

不動産賃貸費用 10,708

その他 42

営業外費用合計 34,270

経常損失（△） △85,626

特別利益  

貸倒引当金戻入額 786,840

特別利益合計 786,840

特別損失  

減損損失 17,532

貸倒引当金繰入額 1,980

投資有価証券評価損 37,985

特別退職金 102,959

その他 6,504

特別損失合計 166,963

税金等調整前四半期純利益 534,249

法人税、住民税及び事業税 1,371

法人税等調整額 △8,423

法人税等合計 △7,051

四半期純利益 541,301
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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 354,378

減価償却費 65,915

減損損失 17,532

退職給付引当金の増減額（△は減少） 388

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,337

賞与引当金の増減額（△は減少） △111,977

貸倒引当金の増減額（△は減少） △676,939

その他の引当金の増減額（△は減少） 3,221

受取利息及び受取配当金 △16,394

支払利息 69,023

投資有価証券評価損益（△は益） 69,106

売上債権の増減額（△は増加） △54,135

たな卸資産の増減額（△は増加） △411,834

仕入債務の増減額（△は減少） 76,185

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,024

その他 174,792

小計 △455,097

利息及び配当金の受取額 16,820

利息の支払額 △71,631

法人税等の支払額 △5,486

営業活動によるキャッシュ・フロー △515,395

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有価証券の償還による収入 2,000

有形固定資産の取得による支出 △6,058

投資有価証券の取得による支出 △21,181

貸付けによる支出 △8,250

貸付金の回収による収入 6,787

その他 △2,397

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,100

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） 700,000

長期借入金の返済による支出 △162,190

自己株式の取得による支出 △318

財務活動によるキャッシュ・フロー 537,491

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） △7,003

現金及び現金同等物の期首残高 1,035,383

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,028,379
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