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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 11,168 ― 361 ― 196 ― 72 ―

20年3月期第3四半期 11,760 3.8 632 △9.9 673 △11.1 378 △8.7

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 12.93 ―

20年3月期第3四半期 67.60 ―

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 14,761 9,512 63.3 1,670.59
20年3月期 14,725 9,618 64.1 1,687.62

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  9,343百万円 20年3月期  9,438百万円

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 ― 15.00 15.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 15.00 15.00

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  

（注）上記連結業績予想は、平成20年11月７日「業績予想の修正に関するお知らせ」で発表しました業績予想を修正しております。詳細は、本日別途開示の「業績予想の
修正に関するお知らせ」をご覧ください。  

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 14,300 △4.4 320 △49.1 150 △67.6 60 △76.0 10.73

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）  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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．上記の予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は様々な要因により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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 1 社 （社名 株式会社エヌエスケイ ）

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  5,615,622株 20年3月期  5,615,622株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  22,895株 20年3月期  22,836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  5,592,745株 20年3月期第3四半期  5,592,786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 433,936 941,067

受取手形及び売掛金 4,335,094 3,823,855

商品及び製品 4,976,848 4,762,428

原材料 62,650 58,301

仕掛品 12,228 19,891

貯蔵品 13,547 13,261

その他 346,029 296,830

貸倒引当金 △19,096 △6,440

流動資産合計 10,161,239 9,909,195

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,439,968 1,518,861

土地 2,180,669 2,173,458

その他（純額） 99,556 117,903

有形固定資産合計 3,720,194 3,810,222

無形固定資産 72,820 86,512

投資その他の資産   

その他 908,647 983,300

貸倒引当金 △101,414 △63,665

投資その他の資産合計 807,232 919,634

固定資産合計 4,600,247 4,816,369

資産合計 14,761,487 14,725,565

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,533,573 2,566,367

短期借入金 500,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 300,000 500,000

未払法人税等 5,225 111,593

返品調整引当金 55,200 47,390

賞与引当金 16,776 48,342

その他 370,679 309,091

流動負債合計 3,781,454 3,732,784

固定負債   

長期借入金 800,000 900,000

退職給付引当金 123,577 115,233

役員退職慰労引当金 146,990 140,610

負ののれん 141 564

その他 396,792 218,102

固定負債合計 1,467,501 1,374,509

負債合計 5,248,955 5,107,294



（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 1,695,949 1,695,949

資本剰余金 1,794,919 1,794,919

利益剰余金 5,826,165 5,837,746

自己株式 △14,442 △14,396

株主資本合計 9,302,592 9,314,218

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 39,818 109,070

繰延ヘッジ損益 △411 △1,886

為替換算調整勘定 1,177 17,094

評価・換算差額等合計 40,584 124,278

少数株主持分 169,354 179,773

純資産合計 9,512,531 9,618,271

負債純資産合計 14,761,487 14,725,565



（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 11,168,911

売上原価 8,438,143

売上総利益 2,730,767

販売費及び一般管理費 2,369,240

営業利益 361,527

営業外収益  

受取利息 3,086

受取配当金 8,841

為替差益 21,606

負ののれん償却額 423

その他 15,687

営業外収益合計 49,644

営業外費用  

支払利息 18,944

デリバティブ評価損 182,209

持分法による投資損失 7,422

その他 5,792

営業外費用合計 214,368

経常利益 196,802

特別利益  

固定資産売却益 455

特別利益合計 455

特別損失  

固定資産売却損 221

固定資産除却損 605

投資有価証券評価損 36,939

特別損失合計 37,766

税金等調整前四半期純利益 159,491

法人税等 77,896

少数株主利益 9,285

四半期純利益 72,310



（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 159,491

減価償却費 107,496

負ののれん償却額 △423

貸倒引当金の増減額（△は減少） 51,014

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,344

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,380

受取利息及び受取配当金 △11,927

支払利息 18,944

為替差損益（△は益） 795

デリバティブ評価損益（△は益） 182,209

持分法による投資損益（△は益） 7,422

固定資産売却損益（△は益） △233

固定資産除却損 605

投資有価証券評価損益（△は益） 36,939

売上債権の増減額（△は増加） △564,988

たな卸資産の増減額（△は増加） △212,034

仕入債務の増減額（△は減少） △30,489

その他 48,172

小計 △192,281

利息及び配当金の受取額 11,669

利息の支払額 △15,228

法人税等の支払額 △227,086

営業活動によるキャッシュ・フロー △422,927

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 △21,166

有形固定資産の取得による支出 △8,015

有形固定資産の売却による収入 727

無形固定資産の取得による支出 △2,670

投資有価証券の取得による支出 △7,388

その他の支出 △10,555

その他の収入 1,262

投資活動によるキャッシュ・フロー △47,804

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） 350,000

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △500,000

自己株式の取得による支出 △45

配当金の支払額 △84,025

少数株主への配当金の支払額 △5,716

財務活動によるキャッシュ・フロー △39,787

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,861

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △519,381

現金及び現金同等物の期首残高 834,747

現金及び現金同等物の四半期末残高 315,366
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