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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 118,594 ― 1,933 ― 2,116 ― 1,324 ―
20年3月期第3四半期 117,060 8.1 1,874 9.4 2,290 16.1 1,775 2.5

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 31.72 ―
20年3月期第3四半期 42.51 ―

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 57,135 11,127 19.2 263.20
20年3月期 56,962 11,734 20.4 278.05

（参考） 自己資本  21年3月期第3四半期  10,992百万円 20年3月期  11,612百万円

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 ― 0.00 0.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 0.00 0.00

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   

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 152,000 △2.4 2,200 △11.9 2,250 △26.0 1,350 △45.5 32.32

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、【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．業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提としているものであり、実際の業績は、今後様々な要因により大きく異なる場合があり
ますことをご承知おきください。 
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、「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 ― 社 （社名 ）

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 41,780,000株 20年3月期 41,780,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期 16,488株 20年3月期 16,289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 41,763,630株 20年3月期第3四半期 41,763,752株
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【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 

①当期の業績の概況 

当第３四半期連結会計期間においては、世界的な金融危機の深刻化や株式・為替市場の大幅な変動の影響を

受けて世界景気は異例の速さで悪化し、我が国経済も、企業生産や輸出が極めて大幅に減少し、企業収益や設

備投資動向、雇用情勢等も急速に悪化しつつあります。 

このような状況下、当社グループといたしましては、先に策定いたしました３ヶ年中期経営計画の最終年度

として、引続き得意分野である中国関連取引を中心に事業を推進して参りましたが、景気悪化に伴う急速な需

要減少と市況悪化の影響を免れえず、当第３四半期連結会計期間の業績は減速に転じました。しかしながら、

第２四半期連結累計期間までの売上高及び営業利益が好調に推移してきた実績を反映して、当第３四半期連結

累計期間の当社グループの売上高は1,185億9千4百万円（前年同期比1.3％増）、営業利益は19億3千3百万円

（同3.1%増）と、小幅ながら、前年同期を上回る結果となりました。 

一方で、主に合成樹脂関連事業投資先の持分法による投資利益の減少したため、経常利益は21億1千6百万円

（同7.6%減）、四半期純利益は13億2千4百万円（同25.4%減）となりました。 

 

②事業の種類別セグメントの状況 

当第３四半期連結累計期間の事業別状況は次のとおりであります。 

 なお、１４ページに記載のとおり、第１四半期連結会計期間より事業区分を変更しております。 

 

【化学品関連事業】 

当第３四半期連結会計期間の半ばより、鉱産物関連や難燃剤関連の貿易取引は、急激な需要減少や市況悪

化の影響を受けたため、ほぼ前年同期並みの結果に止まりました。また、同様の影響があった塗料・接着剤

用薬品や有機溶剤等を中心とした国内取引は低調に推移いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の化学品関連事業売上高は461億2千万円、営業利益は10億4千2百万

円となりました。 

 

【合成樹脂関連事業】 

当第３四半期連結会計期間におきましては、急激な需要減少や市況悪化の影響を受け、半導体・デジタル

用副資材取引、自動車部品関連取引の伸びは鈍化し、樹脂製品関連取引は減少いたしました。また、液晶パ

ネル用フィルム販売を中心としたフィルム関連取引や遊戯具用部材取引等の取引ではやや回復するも本格化

するには至りませんでした。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の合成樹脂関連事業売上高は242億2千5百万円、営業利益は2億5千8

百万円となりました。 

 

【機能建材関連事業】 

当第３四半期連結会計期間におきましては、堅調な改修需要を受けて防水資材関連取引は引続き堅調に推

移いたしましたが、依然として続く建設不況の影響により、断熱材や住宅内装部材関連取引は低調に推移い

たしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の機能建材関連事業売上高は190億5千6百万円、営業利益は4億1千6

百万円となりました。 
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【石油関連事業】 

当第３四半期連結会計期間におきましては、国内石油関連取引では、販売数量を維持いたしましたものの、

原油価格の急落の影響を受け取扱額は急速に減少いたしました。また中国経済の減速に伴い石油関連製品の

貿易取引が減少するとともに、在中国子会社の石油製品販売の伸長も鈍化いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の石油関連事業売上高は177億2千3百万円、営業利益は6億5千6百万

円となりました。 

 

【海外業務関連事業】 

当第３四半期連結会計期間に入りましても、発電用設備部材等の輸出取引は引続き順調に推移いたしまし

た。また年末の需要期を迎えた水産物等の輸入食料関連取引も好調に推移しましたが、硝子製品の輸入販売

や医療機器の輸出取引は減少いたしました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の海外業務関連事業売上高は114億6千8百万円、営業利益は2億3百万

円となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

①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の総資産は前連結会計年度末比1億7千3百万円増加の571億3千5百万円となりました。 

流動資産は、主に第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため売上債権が増加したことに加え、商

品等の増加もあり前連結会計年度末比18億6千万円増加の465億6千1百万円となりました。 

 固定資産は、投資有価証券が時価の下落等で減少したこと等により前連結会計年度末比16億8千6百万円減少の105

億7千4百万円となりました。 

 一方、流動負債は、短期借入金が減少いたしましたが、金融機関の休日により仕入債務及び未払金等が増加した

ことにより、前連結会計年度末比5億6千9百万円増加の404億2千5百万円となりました。 

 固定負債は、株価下落等に伴う長期繰延税金負債の減少によりその他固定負債が減少いたしましたが、長期借入

金等の増加があり、前連結会計年度末比2億1千1百万円増加の55億8千3百万円となりました。 

 また、純資産は、当四半期純利益により利益剰余金が13億2千4百万円増加致しましたが、有価証券評価差額金等

の減少により前連結会計年度末比6億7百万円減少の111億2千7百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は19.2％となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物は、18億9千6百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における営業活動による資金の増加は21億2千7百万円となっております。これは主に税

金等調整前四半期純利益21億3千3百万円から非現金収支等を調整した後の資金の増加20億1千万円に加え、仕入債務

の増加等による資金増42億9百万円に対し、売上債権、たな卸資産の増加及び法人税等の支出等による資金減40億9

千3百万円が生じたことによるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金の減少は2千1百万円となっております。これは主に長期貸

付金の支出額1億円及び短期貸付金の回収額9千1百万円等によるものであります。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金の減少は17億9千8百万円となっております。これは短期借

入金の純減少額10億9千8百万円及び長期借入金の純減少額7億円によるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 世界経済を取り巻く環境は激変し景気は急速に悪化しており、当社グループといたしましても、当第３四半期連

結会計期間に入りましてから、急激な需要減少と市況悪化の影響により、業績が減速に転じてまいりました。今後

も国内外ともに先行きは厳しい局面が続くものと予想され、当第３四半期連結累計会計期間の実績を踏まえ、子会

社・関連会社も含めて、通期連結業績予想の見直しをおこないました結果、下記のとおり修正いたしました。 

 

    （単位：百万円）

  売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

前回発表予想(A) 166,500 2,500 2,800 1,700

今回修正予想(B) 152,000 2,200 2,250 1,350

増減額(B)-(A) △14,500 △300 △550  △350

増減率(%) △8.7% △12.0% △19.6% △20.6%

前期(平成20年3月期）実績 155,670 2,498 3,038 2,477

 

※上記の予想は、現時点で入手可能な情報に基づいたものであり、実際の業績はさまざまな要因により乖離することもあり

えますので、ご承知おきください。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

該当事項はありません。 

 

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

①四半期連結財務諸表に関する会計基準等の適用 

「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、「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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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。なお、これに伴う当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益に与える影響はありません。 
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③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い 

「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年5

月17日 実務対応報告第18号）を第１四半期連結会計期間から適用しております。なお、これに伴う当第３四半

期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

 

④リース取引に関する会計基準等の適用 

「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－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。これに伴う当第３四半期連結累計期間のリース資

産計上額、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は、軽微であります。 

 

 



１ 【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 1,896 1,598 

受取手形及び売掛金 38,608 37,109 

商品 4,986 4,503 

その他 1,531 2,038 

貸倒引当金 △461 △549 

流動資産合計 46,561 44,700 

固定資産   

有形固定資産 693 704 

無形固定資産 21 34 

投資その他の資産   

投資有価証券 6,964 9,352 

その他 3,665 2,895 

貸倒引当金 △770 △725 

投資その他の資産合計 9,860 11,522 

固定資産合計 10,574 12,261 

資産合計 57,135 56,962 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 31,465 29,070 

短期借入金 6,590 9,110 

未払法人税等 244 703 

賞与引当金 88 47 

その他 2,035 924 

流動負債合計 40,425 39,855 

固定負債   

長期借入金 3,600 3,000 

退職給付引当金 262 224 

役員退職慰労引当金 153 133 

負ののれん 41 48 

その他 1,526 1,964 

固定負債合計 5,583 5,371 

負債合計 46,008 45,227 
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,024 4,024 

資本剰余金 2,761 2,761 

利益剰余金 4,718 3,394 

自己株式 △3 △3 

株主資本合計 11,500 10,176 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36 1,660 

繰延ヘッジ損益 △115 △84 

為替換算調整勘定 △429 △139 

評価・換算差額等合計 △508 1,436 

少数株主持分 135 122 

純資産合計 11,127 11,734 

負債純資産合計 57,135 56,962 
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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 118,594 

売上原価 111,019 

売上総利益 7,575 

販売費及び一般管理費 5,642 

営業利益 1,933 

営業外収益  

受取利息 33 

受取配当金 124 

負ののれん償却額 7 

持分法による投資利益 331 

その他 44 

営業外収益合計 541 

営業外費用  

支払利息 183 

手形売却損 38 

売掛金売却損 47 

その他 87 

営業外費用合計 357 

経常利益 2,116 

特別利益  

貸倒引当金戻入額 75 

その他 1 

特別利益合計 77 

特別損失  

固定資産売却損 15 

投資有価証券評価損 37 

その他 7 

特別損失合計 60 

税金等調整前四半期純利益 2,133 

法人税、住民税及び事業税 678 

法人税等調整額 114 

法人税等合計 793 

少数株主利益 15 

四半期純利益 1,324 
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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 37,262 

売上原価 34,823 

売上総利益 2,438 

販売費及び一般管理費 1,825 

営業利益 613 

営業外収益  

受取利息 10 

受取配当金 63 

負ののれん償却額 2 

持分法による投資利益 97 

その他 15 

営業外収益合計 190 

営業外費用  

支払利息 60 

手形売却損 10 

売掛金売却損 12 

その他 39 

営業外費用合計 122 

経常利益 681 

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2 

その他 0 

特別利益合計 2 

特別損失  

投資有価証券評価損 37 

その他 1 

特別損失合計 39 

税金等調整前四半期純利益 643 

法人税、住民税及び事業税 197 

法人税等調整額 34 

法人税等合計 231 

少数株主利益 4 

四半期純利益 407 
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(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 2,133 

減価償却費 50 

負ののれん償却額 △7 

持分法による投資損益（△は益） △287 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 37 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 19 

賞与引当金の増減額（△は減少） 40 

受取利息及び受取配当金 △157 

支払利息 183 

投資有価証券売却損益（△は益） 1 

投資有価証券評価損益（△は益） 37 

固定資産売却損益（△は益） △1 

売上債権の増減額（△は増加） △1,925 

売上債権流動化による収入 △224 

たな卸資産の増減額（△は増加） △483 

仕入債務の増減額（△は減少） 2,399 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 162 

その他投資等の増減額（△は増加） 113 

その他の流動負債の増減額（△は減少） 1,061 

その他の固定負債の増減額（△は減少） 73 

その他 21 

小計 3,234 

利息及び配当金の受取額 194 

利息の支払額 △171 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △1,129 

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,127 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △4 

投資有価証券の売却による収入 10 

出資金の売却による収入 0 

有形固定資産の取得による支出 △23 

有形固定資産の売却による収入 2 

短期貸付けによる支出 △1 

短期貸付金の回収による収入 91 

長期貸付けによる支出 △100 

その他 2 

投資活動によるキャッシュ・フロー △21 
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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) 

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） △1,098 

長期借入れによる収入 1,500 

長期借入金の返済による支出 △2,200 

その他 △0 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,798 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △9 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 297 

現金及び現金同等物の期首残高 1,598 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,896 
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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。 

 

(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) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 

 

 
化学品関連
事業 

(百万円) 

合成樹脂関
連事業 

(百万円)

機能建材関
連事業 

(百万円)

石油関連事
業 

(百万円)

海外業務関
連事業 

(百万円)

計 

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高    

(1)外部顧客に対する
売上高 

14,196 7,518 7,062 4,711 3,773 37,262 － 37,262

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

167 254 6 85 27 541 （541） －

計 14,363 7,773 7,068 4,796 3,800 37,803 （541） 37,262

営業利益 304 78 199 177 75 835 （222） 613

 

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） 

 

 
化学品関連
事業 

(百万円) 

合成樹脂関
連事業 

(百万円)

機能建材関
連事業 

(百万円)

石油関連事
業 

(百万円)

海外業務関
連事業 

(百万円)

計 

(百万円) 

消去又は 
全社 

(百万円) 

連結 

(百万円)

売上高    

(1)外部顧客に対する
売上高 

46,120 24,225 19,056 17,723 11,468 118,594 － 118,594

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

403 668 16 247 53 1,390 （1,390） －

計 46,524 24,893 19,073 17,970 11,522 119,984 （1,390） 118,594

営業利益 1,042 258 416 656 203 2,576 （643） 1,933

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっている。 

２ 各区分の主な製品 

  事業区分             主要商品 

化学品関連事業 有機及び無機工業薬品、石油化学製品、食品添加物、農薬、医薬品、合成ゴ

ム、肥料、難燃剤、炭素製品等 

合成樹脂関連事業 合成樹脂原料並びに製品等 

機能建材関連事業 硝子繊維等の建築資材、木材及び木材製品等 

石油関連事業 石油製品等 

海外業務関連事業 医療機器、農水産物、鋳造物、継手、硝子製品等 
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３ 事業区分の変更 

第1四半期連結会計期間より、従来「燃料・物資関連事業」に区分しておりました物資関連事業（硝子製

品の輸入販売）を「海外業務関連事業」に含めて区分しております。この変更は、連結財務諸表提出会社

において、同事業を貿易ビジネスに経験豊富な海外業務部門で所管することが今後の同事業の展開に有用

であると判断し、管理組織の異動を行ったことによるものであります。また、この事業区分の変更に伴い、

「燃料・物資関連事業」の名称は「石油関連事業」に変更いたしております。この結果、従来の区分の方

法と比較して、当第３四半期連結累計期間の石油関連事業の売上高は、1,322百万円減少し、営業利益は、

16百万円減少しており、海外業務関連事業については、それぞれ同額増加しております。 
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【所在地別セグメント情報】 

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）及び当第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） 

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の売上高の金額割合が90％を超えているため、所在地別

セグメント情報の記載は省略しております。 

 

【海外売上高】 

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） 

 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 6,560 553 7,114 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 37,262 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 17.61 1.49 19.09 

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） 

 

 アジア その他の地域 計 

Ⅰ 海外売上高（百万円） 22,015 1,504 23,520 

Ⅱ 連結売上高（百万円） － － 118,594 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高の割合（％） 18.56 1.27 19.83 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっている。 

２ 本国以外の区分に属する主な国又は地域 

(1) アジア……………中華人民共和国、大韓民国 

(2) その他の地域……北米、中南米 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高である。 

 

(6) 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 

 （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） 

 

  前年同四半期 

（平成20年3月期 

 第3四半期） 

 

科  目 

 金額（百万円）

Ⅰ 売上高  117,060

Ⅱ 売上原価 

   売上総利益 

 109,981

  7,079

Ⅲ 販売費及び一般管理費   5,204

   営業利益     1,874

Ⅳ 営業外収益 

   受取利息 

   受取配当金 

   持分法による投資利益 

   その他 

    778

      33

     107

    582

     55

Ⅴ 営業外費用 

   支払利息 

   手形売却損 

   売掛金売却損 

   その他 

   363

    211

    44

    43

    64

   経常利益    2,290

Ⅵ 特別利益 

   固定資産売却益 

   投資有価証券売却益 

   貸倒引当金戻入益 

   その他 

   405

0

   353

    40

    11

Ⅶ 特別損失 

   固定資産処分損 

   投資有価証券評価損 

     4

     3

0

   税金等調整前四半期純利益  2,691

   法人税等    900

   少数株主利益      15

   四半期純利益    1,775




