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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 107,754 ― 206 ― 440 ― △2,284 ―

20年3月期第3四半期 114,450 △3.6 261 △49.2 495 △32.2 192 △43.0

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 △191.59 ―

20年3月期第3四半期 16.17 ―

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 57,086 4,949 8.3 399.11
20年3月期 55,506 7,110 12.5 581.11

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  4,756百万円 20年3月期  6,931百万円

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 ― 3.00 ― 3.00 6.00
21年3月期 ― 3.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 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  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 140,000 △5.7 220 △37.3 500 △19.7 △2,350 ― △197.11

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．業績予想及び配当予想の数値については、平成20年11月10日付「業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」にて公表いたしました数値より修正を行
っております。詳細については、本日別途開示しております「特別損失の発生及び繰延税金資産の取崩し並びに業績予想の修正に関するお知らせ」及び「平成21年３月
期配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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  11,971,350株 20年3月期  11,971,350株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  53,522株 20年3月期  43,916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  11,922,408株 20年3月期第3四半期  11,931,715株



当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国際的な金融経済の混乱拡大や株式市場の低迷、ま

た、為替市場における円高傾向などが企業収益を圧迫してきており、雇用環境に対する影響も顕在化して

くるなど急速に悪化しました。 

住宅関連業界においては、景気の先行きに対する不安感などから、住宅投資に対する消費者マインドは

弱含みとなり、新設住宅着工戸数も低水準での推移となるなど、引き続き厳しい経営環境となりました。

このような環境の中で当社グループは、環境に配慮した商品の拡販の一環として、オール電化関連商品

の拡販や、異業種に対する販路開拓などに努めたほか、建築に係る法令に関するセミナーの開催や、その

対応策の提案など、販売先支援の充実を図ってまいりました。 

その結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は107,754百万円(前年同期は114,450百万円）となりま

した。営業利益は、引き続き売上総利益率の向上と経費削減に努めた結果、206百万円(前年同期は261百

万円)となりました。経常利益は、営業外損益が概ね計画通りに推移したことにより440百万円(前年同期

は495百万円)となりました。しかしながら、特別損失として当住宅関連業界の厳しい現況を踏まえ、販売

先に対する与信コストを保守的に見積り貸倒引当金繰入額を1,352百万円、また、低迷する株式市場を鑑

み、取得価額より30％以上時価が下落している投資有価証券についての評価損479百万円をそれぞれ計上

したことにより四半期純損失は2,284百万円(前年同期は四半期純利益192百万円）となりました。 

なお、前年同期実績数値については、ご参考として記載しております。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比して1,579百万円増加の57,086百万円となり

ました。これは主として、受取手形及び売掛金が1,812百万円及び破産更生債権等が782百万円それぞれ

増加した一方で、貸倒引当金が1,371百万円増加したことによるものであります。 

負債については、前連結会計年度末に比して3,741百万円増加の52,137百万円となりました。これは主

として支払手形及び買掛金が1,071百万円及び短期借入金が2,600百万円増加したことによるものであり

ます。 

純資産については、前連結会計年度末に比して2,161百万円減少の4,949百万円となり、自己資本比率

は前連結会計年度末に比して4.2ポイント減少の8.3％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年

度末と比して791百万円増加の9,665百万円となりました。 

営業活動の結果、資金は1,133百万円の減少となりました。これは主として、税金等調整前四半期純損

失を1,457百万円計上したほか、売上債権の増加額が2,816百万円あった一方で、貸倒引当金の増加額が

1,461百万円及び仕入債務の増加額が1,215百万円あったことによるものであります。 

投資活動の結果、資金は142百万円の減少となりました。これは主として、投資有価証券の取得による

支出が97百万円あったことによるものであります。 

財務活動の結果、資金は2,067百万円の増加となりました。これは主として、短期借入金の純増額が

2,600百万円及び長期借入れによる収入が650百万円あった一方で、長期借入金の返済による支出が

1,102百万円あったこと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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通期の業績予想及び配当予想につきましては、平成20年11月10日付「業績予想の修正及び配当予想の修

正に関するお知らせ」にて公表いたしました業績予想及び配当予想を修正しております。詳細につきまし

ては、本日別途公表しております「特別損失の発生及び繰延税金資産の取崩し並びに業績予想の修正に関

するお知らせ」及び「平成21年３月期配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  
  

 該当事項はございません。 

  

①「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日

企業会計基準適用指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。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」(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)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法(収益性の低下に

よる簿価切下げの方法)に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益

及び経常利益はそれぞれ37百万円減少し、税金等調整前四半期純損失は84百万円増加しております。 

  

 ③ 「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成５年６月17日 終改正平成19年３月

30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会

平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号)を第１四半期連結会

計期間から早期に適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産と

して計上しております。 

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によっております。 

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。 

この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

  

3. 連結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連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(2) 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：百万円）

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 9,686 8,917

受取手形及び売掛金 30,105 28,292

商品 2,634 2,466

未成工事支出金 716 475

その他 2,496 2,928

貸倒引当金 △1,442 △680

流動資産合計 44,197 42,400

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,592 1,697

土地 8,101 8,101

その他（純額） 114 114

有形固定資産合計 9,807 9,913

無形固定資産   

のれん 50 53

その他 332 321

無形固定資産合計 382 375

投資その他の資産   

投資有価証券 978 1,023

その他 2,829 2,294

貸倒引当金 △1,109 △500

投資その他の資産合計 2,698 2,817

固定資産合計 12,888 13,105

資産合計 57,086 55,506
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（単位：百万円）

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 38,171 37,100

1年内償還予定の社債 1,700 －

短期借入金 4,400 1,800

1年内返済予定の長期借入金 2,076 1,520

未払法人税等 56 －

賞与引当金 138 403

その他の引当金 6 12

その他 1,299 842

流動負債合計 47,849 41,679

固定負債   

社債 1,000 2,700

長期借入金 1,902 2,910

役員退職慰労引当金 202 310

その他の引当金 35 32

負ののれん 1 2

その他 1,145 760

固定負債合計 4,287 6,716

負債合計 52,137 48,395

純資産の部   

株主資本   

資本金 850 850

資本剰余金 294 294

利益剰余金 3,666 6,022

自己株式 △19 △16

株主資本合計 4,792 7,150

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △18 △208

繰延ヘッジ損益 △16 △11

評価・換算差額等合計 △35 △219

少数株主持分 192 179

純資産合計 4,949 7,110

負債純資産合計 57,086 55,506
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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：百万円）

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 107,754

売上原価 98,955

売上総利益 8,798

販売費及び一般管理費  

運賃及び荷造費 1,172

貸倒引当金繰入額 110

給料 2,792

賞与引当金繰入額 129

役員賞与引当金繰入額 7

役員退職慰労引当金繰入額 22

退職給付費用 186

賃借料 755

減価償却費 177

その他 3,237

販売費及び一般管理費合計 8,592

営業利益 206

営業外収益  

受取利息 15

受取配当金 27

仕入割引 345

不動産賃貸料 108

その他 122

営業外収益合計 619

営業外費用  

支払利息 110

手形売却損 49

売上割引 209

その他 15

営業外費用合計 385

経常利益 440

特別利益  

固定資産売却益 14

特別利益合計 14

特別損失  

たな卸資産評価損 47

投資有価証券評価損 479

貸倒引当金繰入額 1,352

その他 32

特別損失合計 1,912

税金等調整前四半期純損失（△） △1,457

法人税、住民税及び事業税 64

法人税等調整額 752

法人税等合計 816

少数株主利益 10

四半期純損失（△） △2,284
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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損失（△） △1,457

減価償却費 217

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,461

賞与引当金の増減額（△は減少） △264

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △107

受取利息及び受取配当金 △42

仕入割引 △345

支払利息及び手形売却損 160

売上割引 209

投資有価証券評価損益（△は益） 479

売上債権の増減額（△は増加） △2,816

たな卸資産の増減額（△は増加） △409

未収入金の増減額（△は増加） 237

仕入債務の増減額（△は減少） 1,215

その他 99

小計 △1,362

利息及び配当金の受取額 41

仕入割引の受取額 202

利息の支払額 △111

手形売却に伴う支払額 △49

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） 146

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,133

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 △46

有形固定資産の売却による収入 22

無形固定資産の取得による支出 △10

投資有価証券の取得による支出 △97

投資有価証券の売却による収入 17

貸付けによる支出 △80

貸付金の回収による収入 20

その他 32

投資活動によるキャッシュ・フロー △142

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） 2,600

長期借入れによる収入 650

長期借入金の返済による支出 △1,102

配当金の支払額 △71

少数株主への配当金の支払額 △2

その他 △6

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,067

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 791

現金及び現金同等物の期首残高 8,874

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,665
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

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)において、全セグメント

の売上高の合計、営業利益金額の合計額に占める「卸売事業」の割合がいずれも90％を超えているた

め、記載を省略しております。 

  

【所在地別セグメント情報】 

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)において、本邦以外の国

または地域に所在する連結子会社がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

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)において、海外売上高が

ないため、該当事項はありません。 

  

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) セグメント情報

(6) 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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（要約）前年同四半期損益計算書 

「参考」

平成20年３月期第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 売上高 114,450

Ⅱ 売上原価 105,346

  売上総利益 9,104

Ⅲ 販売費及び一般管理費 8,842

  営業利益 261

Ⅳ 営業外収益 645

Ⅴ 営業外費用 411

  経常利益 495

Ⅵ 特別利益 200

Ⅶ 特別損失 223

  税金等調整前四半期純利益 472

  法人税、住民税及び事業税 71

  法人税等調整額 197

  少数株主利益 10

  四半期純利益 192
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（要約）前年同四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

平成20年３月期第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前四半期純利益 472

 ２ 減価償却費 228

 ３ のれん償却額 △9

 ４ 貸倒引当金の増減額(△は減少) 107

 ５ 賞与引当金の増減額(△は減少) △205

 ６ 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) 20

 ７ 受取利息及び受取配当金 △46

 ８ 仕入割引 △356

 ９ 支払利息及び手形売却損 177

 10 売上割引 208

 11 有形固定資産売却益 △19

 12 有形固定資産除却損 6

 13 投資有価証券売却益 △6

  14  投資有価証券評価損 128

  15 私財提供益 △175

 16 売上債権の増減額(△は増加) △3,633

 17 たな卸資産の増減額(△は増加) △305

 18 未収入金の増減額(△は増加) 1,849

 19 仕入債務の増減額(△は減少) △671

 20 未払消費税等の増減額(△は減少) △42

 21 その他 △79

    小計 △2,354

 22 利息及び配当金の受取額 44

 23 仕入割引の受取額 218

 24 私財提供益の受取額 175

 25 利息及び手形売却損の支払額 △177

 26 法人税等の支払額 △718

   営業活動によるキャッシュ・フロー △2,812
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平成20年３月期第３四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年12月31日)

区分 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △54

 ２ 有形固定資産の売却による収入 46

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △3

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △41

 ５ 投資有価証券の売却による収入 58

 ６ 貸付による支出 △14

 ７ 貸付金の回収による収入 97

 ８ 敷金保証金の支出 △8

 ９ 敷金保証金の回収による収入 19

 10 その他 16

   投資活動によるキャッシュ・フロー 117

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純増減額 1,200

 ２ 長期借入金による収入 200

 ３ 長期借入金の返済による支出 △483

 ３ 社債の償還による支出 △300

 ４ 配当金の支払額 △119

 ５ 少数株主への配当金の支払額 △2

 ６ 自己株式の取得による支出 △2

   財務活動によるキャッシュ・フロー 492

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△は減少額) △2,020

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 8,100

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 5,897
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