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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 5,387 ― △78 ― △93 ― △129 ―

20年3月期第3四半期 6,115 △6.1 319 8.2 323 △6.4 190 △7.6

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 △32.65 ―

20年3月期第3四半期 48.06 ―

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 8,184 4,109 50.2 1,037.06
20年3月期 8,352 4,272 51.2 1,078.12

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  4,109百万円 20年3月期  4,272百万円

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 5.00 0.00 5.00 10.00
21年3月期 0.00 2.50 0.00 ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 2.50

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  無  
 

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 7,488 △10.9 △34 ― △26 ― △104 ― △26.39

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  有  

[(注) 詳細は、２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) 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、２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．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、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。 
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。  

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 3,964,580株 20年3月期 3,964,580株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 2,268株 20年3月期 1,550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 3,962,408株 20年3月期第3四半期 3,963,030株



当第３四半期において、世界中に伝播した金融危機は、世界の実体経済に深刻な影響を及ぼし始めまし
た。我が国経済も、輸出・生産・設備投資の大幅減少、雇用情勢の悪化、個人消費の弱含み、企業収益の
大幅減等により、雪崩を打ったように急速に悪化し始めました。こうした状況は暫くは続くと見られ、さ
らに、世界金融危機の深刻化と世界景気の一層の下振れ懸念、株式・為替の大幅な変動要因等が相まっ
て、なお一層の下押しリスクも懸念される状況にあります。 
 このような状況のもと、当社企業グループにおきましては、平成20年８月に発刊した総合カタログ「Ｃ
ＲＥＳ（クレス）ＶＯＬ．１３」の市場への浸透を図るため、総合カタログのＰＲ活動に努めました。こ
の総合カタログでは、「上質なスタンダードで製品の幅を広げる」をコンセプトに新製品を開発し、デザ
イン性と経済性の両面ともにお客様にご満足いただける市場性の高い製品をラインアップしており、積極
的に販売促進活動に努めました。また、高級・ハイエンド市場をターゲットにした「ａｒｔｉ（アルテ
ィ）」ブランドでは、専用のショールーム（東京・麻布）でブランド設立１周年を記念し、イタリアを代
表する照明ブランド「ＦＬＯＳ（フロス）」とのコラボレーションによる企画展を12月に開催し、新製品
を発表しました。しかしながら業務用家具業界を取り巻く経済環境の悪化は予測以上のスピードで押し寄
せ、当第３四半期連結累計期間における売上高は5,387百万円となりました。また、利益面は、営業損失
78百万円、為替相場の変動等に伴う通貨スワップ取引で13百万円の損失を計上したことにより経常損失93
百万円、四半期純損失129百万円となりました。 
  

当第３四半期末（平成20年12月31日現在）における当社企業グループの財政状態は、総資産が8,184百
万円となり、前連結会計年度末に比べ168百万円減少しました。これは主として受取手形及び売掛金の485
百万円の減少等、流動資産が143百万円減少したことによるものであります。負債につきましては、4,075
百万円となり、前連結会計年度末に比べ5百万円減少しました。これは主として短期借入金の230百万円の
増加等、流動負債が102百万円増加した一方、長期借入金の129百万円の減少等、固定負債が107百万円減
少したことによるものであります。また、純資産は4,109百万円となりました。 
 この結果、当第３四半期末における自己資本比率は、平成20年３月期より1.0ポイント減少し、50.2％
となりました。 
  

平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年11月４日に公表しました「業績予想の修正に関す
るお知らせ」に記載のとおりであり、当該業績予想の修正はありません。 
  
  

該当する事項はありません。 
  

①棚卸資産の評価方法 
当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期
間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 
 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を
見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 
②固定資産の減価償却費の算定方法 
定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する
方法によっております。 

  

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通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均法による原価法によっ
ておりましたが、第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第
９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴い、主として移動平均法による原価法（貸借対照表価
額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 
これによる当第３四半期連結累計期間の損益に与える影響はありません。 

  

・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

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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 875,322 760,293

受取手形及び売掛金 2,526,182 3,012,015

商品及び製品 88,573 32,612

仕掛品 2,054 9,809

原材料及び貯蔵品 1,133,140 1,077,920

その他 258,996 135,287

貸倒引当金 △26 －

流動資産合計 4,884,243 5,027,938

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 993,127 1,047,239

土地 1,020,296 1,004,755

その他（純額） 118,419 132,860

有形固定資産合計 2,131,843 2,184,855

無形固定資産 7,690 8,658

投資その他の資産   

投資不動産（純額） 810,733 817,348

その他 367,225 313,940

貸倒引当金 △17,500 －

投資その他の資産合計 1,160,458 1,131,289

固定資産合計 3,299,993 3,324,803

資産合計 8,184,236 8,352,741

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,871,083 1,706,720

短期借入金 695,000 465,000

1年内返済予定の長期借入金 189,572 246,852

未払法人税等 3,418 109,852

賞与引当金 15,126 5,098

役員賞与引当金 2,500 5,000

その他 269,528 404,938

流動負債合計 3,046,228 2,943,461

固定負債   

社債 600,000 600,000

長期借入金 254,366 383,474

退職給付引当金 92,383 75,274

役員退職慰労引当金 76,000 68,500

その他 6,120 9,405

固定負債合計 1,028,870 1,136,654

負債合計 4,075,099 4,080,115
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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 391,666 391,666

資本剰余金 374,686 374,686

利益剰余金 3,337,553 3,496,648

自己株式 △1,836 △1,594

株主資本合計 4,102,069 4,261,405

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,067 11,220

評価・換算差額等合計 7,067 11,220

純資産合計 4,109,136 4,272,626

負債純資産合計 8,184,236 8,352,741
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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 5,387,510

売上原価 4,114,003

売上総利益 1,273,506

販売費及び一般管理費 1,351,996

営業損失（△） △78,489

営業外収益  

受取利息 435

受取配当金 1,530

受取賃貸料 29,031

その他 3,155

営業外収益合計 34,153

営業外費用  

支払利息 17,308

売上割引 7,603

デリバティブ評価損 13,443

その他 11,007

営業外費用合計 49,363

経常損失（△） △93,699

特別利益  

役員賞与引当金戻入額 311

固定資産売却益 693

特別利益合計 1,004

特別損失  

固定資産売却損 137

固定資産除却損 148

投資有価証券評価損 2,645

貸倒引当金繰入額 17,500

特別損失合計 20,430

税金等調整前四半期純損失（△） △113,125

法人税、住民税及び事業税 29,386

法人税等調整額 △13,137

法人税等合計 16,248

四半期純損失（△） △129,373
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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損失（△） △113,125

減価償却費 112,792

貸倒引当金の増減額（△は減少） 17,526

退職給付引当金の増減額（△は減少） 17,108

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,028

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △2,500

受取利息及び受取配当金 △1,966

デリバティブ評価損益（△は益） 13,443

支払利息 17,308

有形固定資産売却損益（△は益） △556

有形固定資産除却損 148

投資有価証券評価損益（△は益） 2,645

売上債権の増減額（△は増加） 486,500

たな卸資産の増減額（△は増加） △103,425

前払費用の増減額（△は増加） △65,511

長期前払費用の増減額（△は増加） △7,353

仕入債務の増減額（△は減少） 163,076

未払費用の増減額（△は減少） △119,893

未払消費税等の増減額（△は減少） △45,779

その他 2,480

小計 390,446

利息及び配当金の受取額 1,976

利息の支払額 △15,186

法人税等の支払額 △210,298

営業活動によるキャッシュ・フロー 166,938

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 △38,119

定期預金の払戻による収入 38,052

有形固定資産の取得による支出 △52,837

有形固定資産の売却による収入 988

無形固定資産の取得による支出 △350

投資有価証券の取得による支出 △1,489

貸付金の回収による収入 1,480

その他 △13,350

投資活動によるキャッシュ・フロー △65,625

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） 230,000

長期借入金の返済による支出 △186,388

自己株式の取得による支出 △242

配当金の支払額 △29,720

財務活動によるキャッシュ・フロー 13,648

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 114,961

現金及び現金同等物の期首残高 722,861

現金及び現金同等物の四半期末残高 837,823
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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。 

  

該当する事項はありません。 
  

該当する事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 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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パブリック㈱（7830）平成 21年３月期 第３四半期決算短信 
 
 

「参考資料」 
前四半期にかかる財務諸表等 

（要約）四半期連結損益計算書 

前第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） 

 

（単位：千円） 

前年同四半期 

平成 20年３月期 

第３四半期 
科  目 

金 額 

Ⅰ 売上高 6,115,854

Ⅱ 売上原価 4,465,019

売上総利益 1,650,835

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,331,387

営業利益 319,447

Ⅳ 営業外収益 52,364

Ⅴ 営業外費用 48,068

経常利益 323,743

Ⅵ 特別利益 3,479

Ⅶ 特別損失 6,548

税金等調整前四半期純利益 320,674

税金費用 130,193

四半期純利益 190,480
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