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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 20,162 ― 122 ― 160 ― 91 ―

20年3月期第3四半期 21,975 3.6 182 18.6 270 13.2 194 31.7

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 16.55 ―

20年3月期第3四半期 35.35 ―

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 6,838 4,462 65.2 811.43
20年3月期 6,462 4,437 68.7 806.88

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  4,462百万円 20年3月期  4,437百万円

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 ― 12.00 12.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 12.00 12.00

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 27,649 △4.5 161 △14.8 199 △35.5 113 △45.9 20.61

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(2) 四半期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５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) 発行済株式数（普通株式） 

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  5,500,000株 20年3月期  5,500,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  800株 20年3月期  800株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  5,499,200株 20年3月期第3四半期  5,499,200株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載した予想数値は、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、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は業況の変化等によ
り、上記予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は５ページ【定性的情報・財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報を参照してください。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

  

 当第３四半期会計期間における我が国経済は、リーマンショックからトヨタショック、そしてソニーショックへと

拡がりを見せ、実体経済に於いても加速度的に出口の見えないトンネルに入って行きました。 

 当社の事業を取り巻く環境としましては、飲食店等での装飾需要に陰りが出始め、法人のお祝いの鉢物や年末の需

要が目立って減少していきました。また12月を前にした新装開店が少なく、お祝い用の花の需要等も減少しました。

しかしながら法人需要が減る中にあっても個人需要は、冠婚葬祭も相俟って比較的安定しており、季節の花と仏花に

多く引き合いがありました。生産量では、生産者の高齢化や花から野菜に転作した生産者もいることから、全体で

１％取扱数量も減少し、取扱高におきましては、切花・鉢物とも前年より約10％減で推移しました。 

 当社はこのような中、業務需要（結婚式・葬儀）により斬新な色使いやデザインを取り入れ易い花の提案と集荷販

売に注力しました。しかし、花店ではお歳暮時期やクリスマス時期になっても予想した以上に客足が鈍り買い気が弱

いようでした。このような中、12月中頃より迎春需要に焦点を合わせた企画・販売を行い、年末の小売の販売状況

は、いわゆる「うちこもり消費」志向の強まりも受け、総じて「予想していたより良かった」として、その流れに乗

り年明の初市より前年を上回る相場水準で推移しております。 

  この結果、当第３四半期会計期間（平成20年10月～12月）の業績は、売上高7,447,794千円となり、内訳をみます

と、切花の取扱高6,768,639千円、鉢物の取扱高655,581千円、付帯業務収益23,573千円となりました。利益につきま

しては、営業利益95,574千円、経常利益109,185千円、四半期純利益62,235千円と減収減益となりました。 

  

 品目別の概況は次の通りです。 

  

切花 

  

キク類                   売上金額  1,274,202千円（前年同期比 9.2％減） 

                       取扱数量     24,802千本（  同   2.2％減） 

・小菊は、10月向けの作付けが少なく昨年より入荷量が減少したうえ、小売り需要が少ないため非常に厳しい相場展

開となりました。11月は前半に関しては関東近郊産地の出荷が減少、沖縄は少なめの入荷であったため、引き合いは

強めで推移しました。後半は沖縄物も徐々に増加し、引き合いは徐々に落ち着きました。年末需要では各産地順調に

出荷量が増加し、後半に強めの引き合いとなりました。 

・スプレーギクは、秋口の品種の切り替わりにおいて、小売中心に需要がそれほど無くやや厳しい展開となりまし

た。11月前半は添え花の入荷も全般的に少なめであったため、引き合いは強めで推移し、後半は周年産地も徐々に増

加し落ち着いた引き合いとなりました。12月は昨年をやや下回る入荷となり、葬儀需要もさほど強くなく、年末需要

を除き厳しい販売状況となりました。 

・輪ギクにおいて、周年産地の白菊は品種の切り替え時期に秋系品種へ順調にシフトしましたが、10月は需要も少な

く厳しい値動きでした。11月後半から葬儀需要が動き始め、また年末需要に向けて潤沢に入荷しました。色菊につい

ては仏花需要中心のため入荷量次第での相場でした。12月は年末需要の引き合いが強くなりましたが、良質な商品が

少ないため全体的には厳しい展開となりました。 

  

洋ラン、バラ、カーネーション  売上金額   1,689,579千円（前年同期比 5.2％減） 

                       取扱数量      23,674千本（  同   2.4％増） 

・洋ラン類では、シンビジウムは、輸入品・国産品ともに潤沢に入荷しましたが、高単価の品物が少なく、昨年より

安値で推移しました。カトレアも同様に単価安の状態が続きました。デンファレは主力の海外主産地からの入荷量減

少により11～12月と取扱量が減少しましたが、ブライダル需要を中心に安定した相場展開でした。アンスリュームは

輸入品が若干供給過剰となり値を崩しました。その他ラン類は比較的引き合いが多く、安定した取引となりました。

・バラは、10月はブライダルシーズンに入り引き合いは強くなり、上旬は高値での取引となりましたが、小売店の動

きが例年に比べて弱く、中旬は弱保ち合いでした。11月は高冷地は冷え込みの為出荷が減少、暖地は品質は良くなっ

ているものの大きな増加は無く全体的に昨年より少なめでした。ブライダル需要の引き合いが12月になっても活発で

あったことや、クリスマス向けのスタンダードの赤バラの値上がりが昨年より早いなどの需要動向の変化が見られま

した。 

・カーネーションは、10月は消費の冷え込みもあり小売需要は低迷し、ブライダル需要中心の動きとなり、11月は産

地の入れ替わり時期で品質数量ともに安定しない中、業務需要中心の厳しい取引状況となりました。輸入、国産とも

に潤沢に入荷しましたが、主力のクリスマス商品等が低迷市況で推移し、例年以上に厳しい相場展開となりまし

た。  
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球根類                  売上金額    1,164,449千円（前年同期比 11.4％減） 

                      取扱数量        12,095千本（  同    4.0％増） 

・ユリ類について、オリエンタルユリでは、国産は作型の変更により前倒しの出荷になっており、輸入品とともに潤

沢に入荷しましたが上位等級品を中心に販売に苦戦しました。ブライダル需要では白系を中心に引き合いがありまし

たが単価を引き上げる力はなく、年末需要も低調相場となりました。テッポウユリは10月主産地で気温により数量の

増減が大きく、他産地も端境期となり、業務需要などで全体的に品薄で高値での取引となりました。12月は安定した

入荷量でしたが、年末を除き概ね低調な相場で推移しました。 

・アルストロメリアは、10～11月と端境期で少量入荷であり、引き合いは強いものの下位等級品中心のため低めの単

価で推移しました。12月上、中旬は引き合いも弱く、厳しい取引となりましたが、下旬には年末需要に合わせて増加

し相場も徐々に上がりました。 

・カラーは、10月は天候の影響を受け出荷量が大きく増加しました。国産の白系カラーや輸入品の色カラーはブライ

ダル需要から引き合い強く高値で推移しましたが、それ以外は総じて低調相場となりました。 

・グラジオラスは、10月は主産地で各色潤沢な入荷となり、気温の上昇から採花本数も増え、相場はやや低調となり

ました。11月～12月は端境期や天候不順で品薄となりました。赤・白が品薄感から高値で推移しましたが、それ以外

は総じて引き合いは弱く低相場で推移しました。 

・その他季節品目では、潤沢に入荷したダリアが、婚礼需要に支えられて順調な取引となりました。チューリップ

は、10月～11月に輸入球根の出荷 盛期となりましたが需要期には早く、厳しい販売となりました。 

  

草花類                  売上金額    1,584,730千円（前年同期比 14.0％減） 

                      取扱数量         29,417千本（  同    3.3％減） 

・トルコギキョウは、秋口にはブライダル需要中心の展開で高単価にて推移しました。11月は暖地中心に低温で生育

に遅れが見られ入荷量が少ない中、業務需要中心に小売も若干引き合いがありました。12月は秋の遅れ分がまとま

り、輸入品の出荷も始まったことで例年より入荷量が多く、特に下位等級が多かったことから単価を下げる結果とな

りました。 

・リモニュームは、シヌアータ系は仏花需要中心に安定相場での取引となりましたが、年末需要では、年々増加する

年越し間際の仕入れが日持ちの比較的悪い洋花に集中し、相場が下落しました。12月は和歌山中心の入荷で大きな需

要は無いものの、仏花中心に安定した取引となっています。ハイブリッド系は、秋から春の時期は特に生産性が悪

く、需要も減少していることから流通量が減少傾向にあります。 

・カスミは、やや品薄の中で、大きな需要は無いものの葬儀需要を中心に安定した取引となりました。12月は遅れの

影響により中旬にまとまった入荷となり、やや低調相場で推移しました。  

・ガーベラは、10～11月はやや品薄の状態でしたが新品種の入荷もあり、ブライダル需要を中心に安定した取引とな

りました。12月は昨年を上回る入荷量でしたが、クリスマス需要に向けた赤系も例年のような価格の上昇はなく、や

や下げぎみの市況となりました。 

・季節商材では、ストックは昨年、一昨年と比較して例年並みの入荷量となり、安定品目となりました。販売面で

は、年末直前の仕入れが多く引き合いが集中しました。スイトピーは生育順調で、年末間際の引き合いが多く好調な

取引となりました。 

  

枝物・葉物                売上金額       1,055,678千円（前年同期比  10.0％減） 

                      取扱数量         18,845千本（  同    4.3％減） 

・枝物では、11月を中心に重点商材となる紅葉物が天候の影響で色付きが悪く若干値を下げる一方、ヒペリカムは秋

の実物商材やクリスマス向けに安定した需要がありました。マツやセンリョウといった正月商材は小売・量販店中心

に中級品に引き合いがあったため、全体的に単価安めでの取引となりました。人気のアジサイ類は秋冬の出荷が定着

しつつあり入荷量を伸ばしています。重要品目であるサカキは、素材のものより加工品としてのツクリサカキに引き

合いが集まる傾向があります。輸入品では秋物商材としてコットンツリーや、ブライダル商材としてシキミアなどの

商材に人気が集まり、入荷量が増え引き合いが多く売上を伸ばしました。 

・葉物は、秋のブライダル需要向けのピットスポラム、アイビー、レモンリーフ、葬儀需要向けのレザー、ロベとも

に動きが鈍く厳しい販売状況となりました。その中で日持ちがよく使い易いモンス、ドラセナは、トレンドもあり引

き合いが強く好調な取引となりました。輸入品のレザーファン、国産のロベの入荷量が主産地の天候不良により大幅

に減少しました。 
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鉢物 

  

鉢物                    売上金額      655,581千円（前年同期比    10.4％減） 

                      取扱数量        2,902千鉢（  同      6.1％増） 

・洋ラン鉢では、高価格帯のものを中心に全般的に需要が少なく、相場が大きく低迷しました。ファレノは新規産地

開拓など積極的な動きもありましたが、需要低迷により単価が大幅に下落し辛うじて年末商戦を乗り切った状況でし

た。季節品目のシンビジュームは昨年を上回る入荷量でしたが、昨春の低温の影響で出荷の遅れや花数が少ないなど

品質が悪く、年末需要も振るわない中で売上を落としました。同じく季節品目のデンドロビュームは、生産農家の規

模縮小による生産量の減少が目立ちました。 

・観葉類は、大鉢や法人向けリース等は景気低迷から依然として苦戦しておりますが、洗練された陶器鉢やハイドロ

カルチャーを使った加工品や従来ない品種の多肉類等への需要の高まりが見られました。また、観葉加工品は高価な

洋ラン鉢に代わるギフト商品として比較的好調な販売状況でした。 

・花鉢類では、10～12月は季節重点品目としてポインセチアとシクラメンが花鉢売上の８割近くを占めます。ポイン

セチアは、夏場の高温の影響で品質が悪く、出荷が大きく前倒しになったことで実需と供給のバランスが乖離し低単

価の取引となりました。シクラメンは、夏場から秋口に気候が不安定であったことで品質に影響がありましたが、他

品目に比べると需要は安定しており、出荷量も多く落ち着いた相場展開となりました。 

・苗物類は、集荷力強化で取扱数量となりました。日持ちがよくなり入れ替えの機会が減ったことで植え込み需要は

減少していますが、12月は大型イベントに係る納品により取扱数量を大幅に伸ばしました。 

  

２．財政状態に関する定性的情報 

  

  当第３四半期会計期間末における総資産は、第２四半期会計期間末と比較して765,983千円増加し6,838,713千円と

なりました。その主な内訳は資産につきましては売掛金の増加780,621千円であります。 

  負債につきましては第２四半期会計期間末と比較して703,747千円増加し、2,376,479千円となりました。その主な

内訳は受託販売未払金の増加677,610千円であります。 

  純資産につきましては第２四半期会計期間末と比較して62,235千円増加し4,462,234千円となりました。これは利

益剰余金が62,235千円増加したことによるものであります。 

  

(3) キュッシュ・フローの状況 

  当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費、仕入債務の増加等により増加した資金は34,128千円となり

 ました。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入、関係会社への貸付等により使用した資金は983,585千 

 円となりました。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    財務活動によるキャッシュ・フローは、リース債務の支払等により使用した資金は3,302千円となりました。 

  この結果当第３四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は第２四半期会計期間末より952,758千円減少し、 

 1,405,606千円となっております。 

  

    当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

     営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費、仕入債務の増加等により増加した資金は191,263千円となり

   ました。 

      （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

        投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入、関係会社への貸付等により使用した資金は1,048,006 

   千円となりました。 

      （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

        財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により使用した資金は75,699千円となりました。 

      この結果当第３四半期累計期間における現金及び現金同等物の残高は前事業年度末より932,442千円減少し、   

   1,405,606千円となっております。 
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３．業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期の業績予想につきましては、国内外の経済環境等の急激な変化等により引続き厳しい環境ではあり

ますが、現時点では平成20年11月13日に公表いたしました業績予想に変更はありません。 

  

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．簡便な会計処理 

    一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

    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、当事業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。 

  

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

    税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後

の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は「法人税等」に含めて表示しております。 

  

（２）四半期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 

１．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規

 則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

２．従来、卸売業務に付帯する業務収益（情報手数料・検品サービス料）は東京都中央卸売市場条例を厳格に解

 釈し、営業外収益に計上しておりましたが、金額的な重要性が増していることから営業活動の実態をより適切

 に表示するため営業損益での計上を農林水産省及び東京都に打診したところ、承諾を受けたため、第１四半期

 会計期間より、売上高として計上する方法に変更しております。 

   この結果、従来の方法に比べて当第３四半期累計期間の売上高、売上総利益及び営業利益が各々73,491千円

 増加しております。 

３．所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によ 

 っておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計 

 審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））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

 準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））

 が平成20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用することができることになったこと

 に伴い、第１四半期会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっており

 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方法については、リース期

 間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

  なお、リース取引開始日が会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンスリース取引については、

 期首に前事業年度末における未経過リース料残高を取得価額として取得したものとしてリース資産を計上する

 方法によっております。 

  この結果、従来の方法に比べてリース資産が有形固定資産に28,220千円計上されております。 

  なお、当該変更により、損益に与える影響はありません。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,405,606 2,338,048

売掛金 2,031,078 1,632,761

その他 143,400 83,713

貸倒引当金 △919 △729

流動資産合計 4,579,165 4,053,793

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 192,867 196,839

工具、器具及び備品（純額） 271,990 326,312

その他（純額） 120,127 92,693

有形固定資産合計 584,985 615,844

無形固定資産 184,854 228,023

投資その他の資産   

関係会社株式 626,945 672,945

長期前払費用 238,454 262,969

その他 753,917 758,098

貸倒引当金 △103,608 △129,111

投資損失引当金 △26,000 －

投資その他の資産合計 1,489,708 1,564,900

固定資産合計 2,259,547 2,408,768

資産合計 6,838,713 6,462,562

負債の部   

流動負債   

受託販売未払金 1,685,103 1,364,076

買掛金 27,670 21,345

未払法人税等 20,077 18,834

賞与引当金 16,700 37,300

その他 196,220 190,758

流動負債合計 1,945,771 1,632,314

固定負債   

退職給付引当金 108,951 93,785

その他 321,756 299,251

固定負債合計 430,707 393,037

負債合計 2,376,479 2,025,351
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 551,500 551,500

資本剰余金 389,450 389,450

利益剰余金 3,521,964 3,496,941

自己株式 △680 △680

株主資本合計 4,462,234 4,437,211

純資産合計 4,462,234 4,437,211

負債純資産合計 6,838,713 6,462,562
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 20,162,456

売上原価 18,189,385

売上総利益 1,973,070

販売費及び一般管理費 1,850,888

営業利益 122,182

営業外収益  

受取利息 6,378

受取配当金 24,275

その他 8,206

営業外収益合計 38,860

営業外費用  

雑損失 581

営業外費用合計 581

経常利益 160,461

特別利益  

貸倒引当金戻入額 25,312

特別利益合計 25,312

特別損失  

固定資産除却損 100

投資損失引当金繰入額 26,000

特別損失合計 26,100

税引前四半期純利益 159,673

法人税等 68,659

四半期純利益 91,013
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 7,447,794

売上原価 6,719,823

売上総利益 727,971

販売費及び一般管理費 632,396

営業利益 95,574

営業外収益  

受取利息 1,957

受取配当金 9,000

その他 2,654

営業外収益合計 13,611

経常利益 109,185

税引前四半期純利益 109,185

法人税等 46,949

四半期純利益 62,235
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 159,673

減価償却費 163,391

賞与引当金の増減額（△は減少） △20,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,165

投資損失引当金の増減額（△は減少） 26,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △25,312

受取利息及び受取配当金 △30,653

固定資産除却損 100

売上債権の増減額（△は増加） △401,640

仕入債務の増減額（△は減少） 331,487

未収入金の増減額（△は増加） 11,709

その他 △9,783

小計 219,537

利息及び配当金の受取額 29,798

法人税等の支払額 △58,072

営業活動によるキャッシュ・フロー 191,263

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 △1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △17,907

無形固定資産の取得による支出 △22,341

貸付金の回収による収入 46,243

関係会社貸付けによる支出 △100,000

関係会社の減資による収入 76,000

関係会社株式の取得による支出 △30,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,048,006

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △66,057

リース債務の返済による支出 △9,642

財務活動によるキャッシュ・フロー △75,699

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △932,442

現金及び現金同等物の期首残高 2,338,048

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,405,606
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高   

 １．受託品売上高 21,708,177 

 ２．買付品等売上高 267,226 

Ⅱ 売上原価   

 １．受託品売上原価 19,645,894 

 ２．買付品等売上原価 250,550 

売上総利益 2,078,959 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,896,762 

営業利益 182,197 

Ⅳ 営業外収益 89,217 

Ⅴ 営業外費用 646 

経常利益 270,768 

Ⅵ 特別利益 60,944 

Ⅶ 特別損失 23 

税引前四半期純利益 331,690 

税金費用 137,319 

四半期純利益 194,370 
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（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益  331,690 

減価償却費  171,027 

賞与引当金の減少額  △4,459 

売上債権の増加額  △324,775 

仕入債務の増加額  725,629 

その他営業活動によるキャッシュ・フロー  △97,366 

小計 801,746 

利息及び配当金の受取額  6,380 

法人税等の支払額  △159,768 

営業活動によるキャッシュ・フロー 648,358 

Ⅱ 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  △7,685 

関係会社貸付金による支出  △50,000 

その他投資活動によるキャッシュ・フロー  △54,862 

投資活動によるキャッシュ・フロー △112,547 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額  △65,697 

財務活動によるキャッシュ・フロー △65,697 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 470,113 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 2,212,727 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 2,682,840 
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６．その他の情報 

 該当事項はありません。 
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