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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 205,792 ― 1,937 ― 2,035 ― 863 ―

20年3月期第3四半期 198,054 3.0 2,186 6.2 2,301 5.5 1,158 △17.5

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 42.77 ―

20年3月期第3四半期 57.32 ―

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 100,305 25,807 24.5 1,214.88
20年3月期 86,455 25,115 27.6 1,179.97

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  24,525百万円 20年3月期  23,821百万円

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） ――― ――― ――― 10.00 10.00

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  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 266,000 3.4 2,100 △4.2 2,100 △9.5 1,000 △10.7 49.54

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  

(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、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)上記の業績予想につきましては、平成20年11月14日に公表した内容から変更はありません。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いた 
  見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等により、上記数値と異なる場合があります。なお、上記業績予想に関する 
  事項は、3ページ【定性的情報・財務諸表等】3．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
(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、平成20年8月7日改正の「四半期連結財務諸表規則」を早期に適用し、四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 1 社 （社名 エコーフーズ株式会社 ）

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  20,519,212株 20年3月期  20,519,212株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  331,794株 20年3月期  331,103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  20,187,811株 20年3月期第3四半期  20,193,673株



【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 

当第 3 四半期における我が国の景気は、米国発の金融危機に端を発した世界経済の急激な落

ち込みから、株安・円高が大幅に進行し、その結果、輸出が大幅に減少するとともに、個人消費や

設備投資も一段と冷え込むなど、急速に悪化してまいりました。 

一方、当企業グループが主に属する流通業界におきましては、個人消費が低迷する中でのオ

ーバーストアなどに起因する激しい価格競争の中で、生き残りをかけた機能充実とローコスト競争

が一段と激化してまいりました。 

このような環境の下、当企業グループは、連結子会社 13 社と持分法適用関連会社１社を含め、

物流を伴う現物問屋として、情報・物流・リテールサポート・品揃え・品質管理等の各機能を充実さ

せた提案を行い、関連各部門の連携強化による総合力を活かした商流の構築に努めてまいりまし

た。また、加工食品をはじめ酒類や配合飼料、小麦粉などの商品においては原価高騰による販売

価格への価格転嫁の結果、売上高は 2,057 億 92 百万円となりました。 

一方、利益面におきましては、グループ一丸となって、販売益の確保ならびにローコストオペレ

ーションの追求による経費の節減に努力いたしましたが、第 2 四半期までの急激な原材料高による

価格転嫁遅れおよび物流コストの増加に伴う売上総利益率の悪化は否めず、営業利益は 19 億 37

百万円、経常利益は 20 億 35 百万円、四半期純利益は 8 億 63 百万円となりました。 

なお、事業の種類別セグメントでは食品関連事業の売上高 1,852 億 45 百万円、住宅関連事業

の売上高 109 億 72 百万円、賃貸事業の売上高 9 億 57 百万円、運輸関連事業の売上高 102 億

64 百万円、その他事業の売上高 16 億 41 百万円となりました。 

 

 

2．連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

当第 3 四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ 138 億 50 百万円

増加し、1,003 億 5 百万円となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加 109 億 73 百万

円によるものです。負債の部においては前連結会計年度末に比べ 131 億 57 百万円増加し、744

億 98 百万円となりました。主な要因は、支払手形及び買掛金の増加 119 億 54 百万円によるもの

です。 

また、純資産においては前連結会計年度末に比べ 6 億 93 百万円増加し、258 億 7 百万円とな

りました。主な要因は、利益剰余金の増加 6 億 61 百万円によるものです。 
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3．連結業績予想に関する定性的情報 

平成21年3月期の連結業績予想につきましては、平成20年11月14日の第2四半期決算公表時

に下方修正を行っており、第4四半期における変動要因も現時点では想定されないことから、連結

業績予想の変更は行っておりません。 

 
 

4．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

新規連結：エコーフーズ株式会社 

平成 20 年 4 月 1 日付けで当社の連結子会社となりました。 

 

(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 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第 3 四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計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、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒

見積高を算定しております。 

 

② 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、前連

結会計年度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。 

 

③ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重

要なものに限定する方法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境

等、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年

度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によってお

ります。 

 

(3) 四半期連結財務諸表作成に関する会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

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、「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 号のただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則を第 1
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四半期連結会計期間から早期に適用しております。 

  

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、売上総利益、営業利益、経常利益及

び税金等調整前四半期純利益がそれぞれ 1 百万円減少しております。 

 

③ リース取引に関する会計基準の適用 

「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 最終

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 最終改正平成 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、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、残存価額をゼロと

して算定する方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リース資

産が有形固定資産に 436 百万円計上され、損益への影響は軽微であります。 
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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 10,850 8,979

受取手形及び売掛金 38,679 27,706

商品及び製品 5,719 4,220

仕掛品 28 33

原材料及び貯蔵品 201 162

その他 4,794 4,670

貸倒引当金 △768 △564

流動資産合計 59,503 45,207

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 12,988 13,626

土地 17,291 17,281

その他（純額） 1,248 882

有形固定資産合計 31,527 31,789

無形固定資産   

ソフトウエア 1,007 1,348

その他 109 160

無形固定資産合計 1,116 1,508

投資その他の資産   

投資有価証券 6,557 6,342

その他 2,327 2,260

貸倒引当金 △725 △652

投資その他の資産合計 8,160 7,951

固定資産合計 40,802 41,248

資産合計 100,305 86,455

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 40,214 28,261

短期借入金 12,424 12,420

未払法人税等 238 810

賞与引当金 360 707

役員賞与引当金 － 7

その他 10,518 10,361

流動負債合計 63,754 52,565
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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) 

固定負債   

長期借入金 5,400 3,781

退職給付引当金 901 935

役員退職慰労引当金 234 320

負ののれん 11 17

その他 4,198 3,722

固定負債合計 10,743 8,775

負債合計 74,498 61,340

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,026 1,026

資本剰余金 946 946

利益剰余金 20,714 20,052

自己株式 △341 △340

株主資本合計 22,345 21,684

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,196 2,157

繰延ヘッジ損益 △16 △19

評価・換算差額等合計 2,181 2,138

少数株主持分 1,282 1,293

純資産合計 25,807 25,115

負債純資産合計 100,305 86,455
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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 205,792

売上原価 189,235

売上総利益 16,557

販売費及び一般管理費  

従業員給料及び賞与 3,941

貸倒引当金繰入額 332

賞与引当金繰入額 277

退職給付費用 221

役員退職慰労引当金繰入額 28

福利厚生費 665

荷造運搬費 4,282

租税公課 240

減価償却費 490

その他 4,144

販売費及び一般管理費合計 14,620

営業利益 1,937

営業外収益  

受取利息 35

受取配当金 79

仕入割引 39

持分法による投資利益 7

負ののれん償却額 6

雑収入 244

営業外収益合計 411

営業外費用  

支払利息 207

売上割引 38

雑損失 55

その他 12

営業外費用合計 312

経常利益 2,035
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（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) 

特別利益  

固定資産売却益 8

貸倒引当金戻入額 54

役員退職慰労引当金戻入額 4

事業譲渡益 12

その他 5

特別利益合計 82

特別損失  

固定資産除売却損 33

減損損失 38

投資有価証券評価損 45

その他 18

特別損失合計 133

税金等調整前四半期純利益 1,985

法人税、住民税及び事業税 808

過年度法人税等 183

法人税等調整額 136

法人税等合計 1,126

少数株主損失（△） △5

四半期純利益 863
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【第３四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

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

売上高 72,384

売上原価 66,416

売上総利益 5,968

販売費及び一般管理費  

従業員給料及び賞与 1,062

貸倒引当金繰入額 252

賞与引当金繰入額 277

退職給付費用 69

役員退職慰労引当金繰入額 9

福利厚生費 189

荷造運搬費 1,525

租税公課 68

減価償却費 151

その他 1,357

販売費及び一般管理費合計 4,961

営業利益 1,008

営業外収益  

受取利息 14

受取配当金 29

仕入割引 16

持分法による投資利益 0

負ののれん償却額 2

雑収入 58

営業外収益合計 119

営業外費用  

支払利息 71

売上割引 13

雑損失 19

その他 4

営業外費用合計 107

経常利益 1,019
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（単位：百万円）

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

特別利益  

固定資産売却益 2

貸倒引当金戻入額 21

その他 5

特別利益合計 29

特別損失  

固定資産除売却損 0

投資有価証券評価損 23

事業譲渡損 7

その他 13

特別損失合計 43

税金等調整前四半期純利益 1,005

法人税、住民税及び事業税 340

法人税等調整額 145

法人税等合計 484

少数株主利益 6

四半期純利益 514
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（3）　継続企業の前提に関する注記

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

　　該当事項はありません。

（4）　株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

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）

　　該当事項はありません。

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。

なお、四半期連結財務諸表は、「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を早期に適用して

おります。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（要約）　四半期連結損益計算書

（単位　：　百万円未満四捨五入）

Ⅰ 売上高 198,054

Ⅱ 売上原価 181,558

売上総利益 16,497

Ⅲ 販売費及び一般管理費 14,311

営業利益 2,186

Ⅳ 営業外収益 435

Ⅴ 営業外費用 320

経常利益 2,301

Ⅵ 特別利益 117

Ⅶ 特別損失 123

2,295

税金費用 1,119

少数株主利益 19

四半期純利益 1,158

前第3四半期連結累計期間

自　平成19年04月01日
至　平成19年12月31日

科　　　　　　　　　　　　　　　　　　目

税金等調整前四半期純利益

金　　　　　　　　　額
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