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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 266,393 ― 729 ― 1,106 ― 57 ―
20年3月期第3四半期 287,829 △1.2 1,589 △39.2 1,829 △30.1 563 △40.8

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 1.04 ―
20年3月期第3四半期 10.48 ―

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 96,714 15,293 15.8 278.16
20年3月期 75,232 16,205 21.5 294.27

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  15,290百万円 20年3月期  16,203百万円

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 ― ― ― 10.00 10.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 7.50 7.50

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  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 338,000 △8.5 200 △83.3 600 △63.3 △400 ― △7.28

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」をご参照ください。  

(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 
・平成20年11月11日に公表いたしました通期の連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、本日（平成21年2月10日）公表の「業績予想の修正に関するお知
らせ」をご参照下さい。 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、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、実際の業績は、今後様々
な要因によって予想数値と異なる結果となる可能性があります。 
・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、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成20年8月7日内閣府令第50号）附則第7条第1
項第5号ただし書きにより、改正後の「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。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  55,622,921株 20年3月期  55,622,921株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  653,966株 20年3月期  559,019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  55,036,984株 20年3月期第3四半期  54,110,946株







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 3,271 2,684

受取手形及び売掛金 47,011 31,054

商品及び製品 23,136 17,378

仕掛品 5 4

原材料及び貯蔵品 656 601

その他 2,775 2,583

貸倒引当金 △1,022 △1,148

流動資産合計 75,835 53,158

固定資産   

有形固定資産 12,323 12,548

無形固定資産 506 200

投資その他の資産   

投資有価証券 6,204 7,333

その他 5,146 5,238

貸倒引当金 △3,302 △3,245

投資その他の資産合計 8,049 9,325

固定資産合計 20,879 22,074

資産合計 96,714 75,232

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 33,383 20,188

短期借入金 30,898 19,958

1年内返済予定の長期借入金 2,775 1,928

未払法人税等 150 377

賞与引当金 367 748

その他 3,400 2,855

流動負債合計 70,975 46,057

固定負債   

長期借入金 5,226 7,587

退職給付引当金 2,032 2,007

役員退職慰労引当金 28 49

負ののれん 1,295 1,606

その他 1,862 1,720

固定負債合計 10,445 12,969

負債合計 81,421 59,026



（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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,495 6,495

資本剰余金 6,153 6,153

利益剰余金 2,558 3,052

自己株式 △187 △168

株主資本合計 15,020 15,533

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 648 996

繰延ヘッジ損益 △1 51

土地再評価差額金 △377 △377

評価・換算差額等合計 269 670

少数株主持分 3 1

純資産合計 15,293 16,205

負債純資産合計 96,714 75,232



（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 266,393

売上原価 248,243

売上総利益 18,150

販売費及び一般管理費 17,421

営業利益 729

営業外収益  

受取利息 18

受取配当金 141

負ののれん償却額 307

その他 208

営業外収益合計 676

営業外費用  

支払利息 243

持分法による投資損失 0

その他 54

営業外費用合計 299

経常利益 1,106

特別利益  

リース資産処分損引当金戻入額 55

特別利益合計 55

特別損失  

投資有価証券評価損 348

関係会社貸倒引当金繰入額 165

その他 205

特別損失合計 718

税金等調整前四半期純利益 442

法人税、住民税及び事業税 125

法人税等調整額 255

法人税等合計 381

少数株主利益 4

四半期純利益 57



（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利益 442

減価償却費 583

負ののれん償却額 △307

貸倒引当金の増減額（△は減少） △70

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25

賞与引当金の増減額（△は減少） △381

受取利息及び受取配当金 △159

支払利息 322

売上債権の増減額（△は増加） △15,700

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,814

仕入債務の増減額（△は減少） 13,299

その他 690

小計 △7,069

利息及び配当金の受取額 159

利息の支払額 △318

法人税等の支払額 △529

営業活動によるキャッシュ・フロー △7,758

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 △364

投資有価証券の取得による支出 △25

関係会社株式の売却による収入 29

短期貸付けによる支出 △1,531

短期貸付金の回収による収入 1,216

長期貸付けによる支出 △19

長期貸付金の回収による収入 68

その他 136

投資活動によるキャッシュ・フロー △490

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） 10,940

長期借入れによる収入 337

長期借入金の返済による支出 △1,851

配当金の支払額 △550

その他 △26

財務活動によるキャッシュ・フロー 8,849

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） 600

現金及び現金同等物の期首残高 2,656

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,257
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