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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 144,639 △13.1 2,830 △31.2 2,786 △28.9 1,494 △23.1

20年3月期 166,398 9.3 4,114 10.5 3,917 4.6 1,943 △5.8

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 43.19 ― 4.8 3.8 2.0
20年3月期 56.14 ― 6.2 5.0 2.5

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 66,797 31,174 46.6 900.01
20年3月期 81,595 31,350 38.4 904.64

（参考） 自己資本  21年3月期  31,132百万円 20年3月期  31,309百万円

営業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 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 951 △641 △627 18,344
20年3月期 6,577 446 △727 18,782

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 8.00 ― 9.00 17.00 588 30.3 1.9
21年3月期 ― 8.50 ― 8.50 17.00 588 39.4 1.9

22年3月期 
（予想）

― 8.50 ― 8.50 17.00 53.5

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

55,000 △27.0 700 △52.1 700 △54.8 400 △54.0 11.56

通期 120,000 △17.0 2,000 △29.3 2,000 △28.2 1,100 △26.4 31.79



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、15 ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、19 ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 34,907,025株 20年3月期 34,907,025株

② 期末自己株式数 21年3月期 316,182株 20年3月期 297,009株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 136,553 △13.4 2,632 △31.2 2,648 △28.2 1,267 △28.9

20年3月期 157,710 10.0 3,827 10.5 3,687 4.1 1,783 △11.4

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年3月期 36.63 ―

20年3月期 51.51 ―

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 63,677 29,822 46.8 862.16
20年3月期 77,984 30,054 38.5 868.37

（参考） 自己資本 21年3月期  29,822百万円 20年3月期  30,054百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記の予想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ます。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。なお、上記の予想の前提条件その他の関連する事項については、４ ページをご参照願います。 













４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,632 11,824

受取手形及び売掛金 42,670 32,628

有価証券 8,280 6,720

たな卸資産 6,101 －

商品及び製品 － 3,469

原材料及び貯蔵品 － 4

繰延税金資産 721 579

未収入金 2,444 1,558

その他 1,115 937

貸倒引当金 △97 △37

流動資産合計 71,869 57,686

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,884 3,831

減価償却累計額 △2,380 △2,385

建物及び構築物（純額） 1,503 1,445

機械装置及び運搬具 100 90

減価償却累計額 △87 △80

機械装置及び運搬具（純額） 13 10

工具、器具及び備品 512 516

減価償却累計額 △407 △425

工具、器具及び備品（純額） 104 90

土地 3,281 3,281

リース資産 － 36

減価償却累計額 － △4

リース資産（純額） － 31

建設仮勘定 10 29

有形固定資産合計 4,914 4,890

無形固定資産 233 733

投資その他の資産   

投資有価証券 4,013 2,465

繰延税金資産 27 586

その他 612 635

貸倒引当金 △75 △201

投資その他の資産合計 4,578 3,486

固定資産合計 9,726 9,110

資産合計 81,595 66,797



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 43,468 30,652

未払法人税等 1,192 404

賞与引当金 1,292 1,044

役員賞与引当金 63 57

その他 3,098 2,398

流動負債合計 49,116 34,556

固定負債   

リース債務 － 39

退職給付引当金 315 421

役員退職慰労引当金 164 184

繰延税金負債 228 －

再評価に係る繰延税金負債 420 420

固定負債合計 1,129 1,065

負債合計 50,245 35,622

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,576 5,576

資本剰余金 5,363 5,362

利益剰余金 19,568 20,449

自己株式 △163 △172

株主資本合計 30,344 31,215

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 452 △430

土地再評価差額金 525 525

為替換算調整勘定 △13 △178

評価・換算差額等合計 964 △83

少数株主持分 40 42

純資産合計 31,350 31,174

負債純資産合計 81,595 66,797



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 166,398 144,639

売上原価 150,100 130,047

売上総利益 16,297 14,591

販売費及び一般管理費 12,182 11,761

営業利益 4,114 2,830

営業外収益   

受取利息 102 91

受取配当金 72 74

仕入割引 45 49

不動産賃貸料 23 22

保険配当金 15 17

その他 47 28

営業外収益合計 307 282

営業外費用   

支払利息 13 12

売上割引 83 73

手形売却損 20 19

債権売却損 42 43

為替差損 320 150

その他 24 26

営業外費用合計 504 326

経常利益 3,917 2,786

特別利益   

前期損益修正益 1 2

投資有価証券売却益 24 －

受取和解金 － 46

受取保険金 － 9

その他 0 2

特別利益合計 26 61

特別損失   

不正取引損失 323 －

100周年記念事業費 117 －

固定資産除却損 － 35

投資有価証券評価損 － 177

退職特別加算金 － 82

その他 86 15

特別損失合計 526 311

税金等調整前当期純利益 3,417 2,536

法人税、住民税及び事業税 1,396 1,079

法人税等調整額 69 △39

法人税等合計 1,466 1,040

少数株主利益 7 2

当期純利益 1,943 1,494



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,576 5,576

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,576 5,576

資本剰余金   

前期末残高 5,363 5,363

当期変動額   

自己株式の処分 0 △1

当期変動額合計 0 △1

当期末残高 5,363 5,362

利益剰余金   

前期末残高 18,319 19,568

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △1

当期変動額   

剰余金の配当 △709 △605

当期純利益 1,943 1,494

在外子会社資産再評価 14 △5

従業員奨励福利基金 △0 △0

当期変動額合計 1,248 882

当期末残高 19,568 20,449

自己株式   

前期末残高 △143 △163

当期変動額   

自己株式の取得 △20 △17

自己株式の処分 1 8

当期変動額合計 △19 △9

当期末残高 △163 △172

株主資本合計   

前期末残高 29,115 30,344

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減  △1

当期変動額   

剰余金の配当 △709 △605

当期純利益 1,943 1,494

自己株式の取得 △20 △17

自己株式の処分 1 6

在外子会社資産再評価 14 △5

従業員奨励福利基金 △0 △0

当期変動額合計 1,229 872

当期末残高 30,344 31,215



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,668 452

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,215 △882

当期変動額合計 △1,215 △882

当期末残高 452 △430

土地再評価差額金   

前期末残高 525 525

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 525 525

為替換算調整勘定   

前期末残高 15 △13

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △28 △165

当期変動額合計 △28 △165

当期末残高 △13 △178

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,209 964

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,244 △1,048

当期変動額合計 △1,244 △1,048

当期末残高 964 △83

少数株主持分   

前期末残高 49 40

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △8 1

当期変動額合計 △8 1

当期末残高 40 42

純資産合計   

前期末残高 31,374 31,350

在外子会社の会計処理の変更に伴う増減 － △1

当期変動額   

剰余金の配当 △709 △605

当期純利益 1,943 1,494

自己株式の取得 △20 △17

自己株式の処分 1 6

在外子会社資産再評価 14 △5

従業員奨励福利基金 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,253 △1,046

当期変動額合計 △24 △174

当期末残高 31,350 31,174



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 3,417 2,536

減価償却費 233 201

貸倒引当金の増減額（△は減少） 25 75

賞与引当金の増減額（△は減少） △308 △247

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3 △6

退職給付引当金の増減額（△は減少） 38 106

受取利息及び受取配当金 △174 △165

支払利息 13 12

売上債権の増減額（△は増加） △2,052 9,871

たな卸資産の増減額（△は増加） 45 2,545

前渡金の増減額（△は増加） 74 37

仕入債務の増減額（△は減少） 6,560 △12,615

前受金の増減額（△は減少） 180 △501

未払消費税等の増減額（△は減少） 3 △13

その他 △98 799

小計 7,962 2,636

利息及び配当金の受取額 171 167

利息の支払額 △13 △13

法人税等の支払額 △1,542 △1,839

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,577 951

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 △90 △100

定期預金の払戻による収入 333 30

有形固定資産の取得による支出 △39 △103

有形固定資産の売却による収入 0 0

無形固定資産の取得による支出 △34 △409

投資有価証券の取得による支出 △14 △122

投資有価証券の売却による収入 337 7

その他 △45 56

投資活動によるキャッシュ・フロー 446 △641

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △707 △606

その他 △19 △21

財務活動によるキャッシュ・フロー △727 △627

現金及び現金同等物に係る換算差額 △20 △119

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 6,276 △437

現金及び現金同等物の期首残高 12,506 18,782

現金及び現金同等物の期末残高 18,782 18,344















５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,174 10,427

受取手形 7,063 4,135

売掛金 34,150 27,256

有価証券 8,280 6,720

商品 5,536 －

商品及び製品 － 3,028

原材料及び貯蔵品 － 3

前渡金 30 －

前払費用 86 95

繰延税金資産 647 494

未収入金 2,014 1,242

未収消費税等 948 808

その他 18 13

貸倒引当金 △88 △33

流動資産合計 67,862 54,191

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,807 3,742

減価償却累計額 △2,340 △2,339

建物（純額） 1,466 1,402

機械及び装置 100 90

減価償却累計額 △87 △80

機械及び装置（純額） 13 10

工具、器具及び備品 378 390

減価償却累計額 △295 △315

工具、器具及び備品（純額） 82 74

土地 3,281 3,281

リース資産 － 19

減価償却累計額 － △2

リース資産（純額） － 16

建設仮勘定 10 29

有形固定資産合計 4,855 4,815

無形固定資産   

ソフトウエア 37 152

リース資産 － 18

ソフトウエア仮勘定 154 487

その他 29 31

無形固定資産合計 222 691



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 3,246 2,068

関係会社株式 1,368 998

破産更生債権等 53 158

長期前払費用 10 9

繰延税金資産 － 574

その他 440 369

貸倒引当金 △75 △200

投資その他の資産合計 5,043 3,978

固定資産合計 10,121 9,485

資産合計 77,984 63,677

負債の部   

流動負債   

支払手形 2,515 1,803

買掛金 39,615 27,807

リース債務 － 11

未払金 813 772

未払法人税等 1,146 316

前受金 943 467

預り金 41 45

賞与引当金 1,147 898

役員賞与引当金 52 47

受入保証金 693 634

その他 139 121

流動負債合計 47,108 32,926

固定負債   

リース債務 － 26

退職給付引当金 233 328

役員退職慰労引当金 135 151

繰延税金負債 32 －

再評価に係る繰延税金負債 420 420

固定負債合計 821 927

負債合計 47,929 33,854



（単位：百万円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,576 5,576

資本剰余金   

資本準備金 5,359 5,359

その他資本剰余金 4 3

資本剰余金合計 5,363 5,362

利益剰余金   

利益準備金 588 588

その他利益剰余金   

別途積立金 15,140 16,140

繰越利益剰余金 2,571 2,233

利益剰余金合計 18,299 18,961

自己株式 △163 △172

株主資本合計 29,076 29,727

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 452 △430

土地再評価差額金 525 525

評価・換算差額等合計 977 95

純資産合計 30,054 29,822

負債純資産合計 77,984 63,677



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

商品売上高 157,420 136,374

手数料収入 290 178

売上高合計 157,710 136,553

売上原価   

商品期首たな卸高 5,360 5,536

当期商品仕入高 144,084 121,720

合計 149,445 127,257

商品期末たな卸高 5,536 3,028

商品売上原価 143,908 124,229

売上総利益 13,801 12,324

販売費及び一般管理費 9,974 9,691

営業利益 3,827 2,632

営業外収益   

受取利息 87 82

受取配当金 104 106

仕入割引 45 49

不動産賃貸料 73 69

保険配当金 13 15

その他 40 22

営業外収益合計 365 346

営業外費用   

支払利息 13 12

売上割引 83 73

手形売却損 20 19

債権売却損 42 43

為替差損 322 157

その他 22 24

営業外費用合計 504 330

経常利益 3,687 2,648

特別利益   

前期損益修正益 1 2

投資有価証券売却益 24 －

受取和解金 － 46

その他 － 2

特別利益合計 25 51

特別損失   

不正取引損失 323 －

100周年記念事業費 117 －

固定資産除却損 － 32

投資有価証券評価損 － 177

退職特別加算金 － 82

その他 71 15

特別損失合計 511 309

税引前当期純利益 3,201 2,391

法人税、住民税及び事業税 1,325 972

法人税等調整額 92 151

法人税等合計 1,418 1,124

当期純利益 1,783 1,267



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,576 5,576

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,576 5,576

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 5,359 5,359

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,359 5,359

その他資本剰余金   

前期末残高 4 4

当期変動額   

自己株式の処分 0 △1

当期変動額合計 0 △1

当期末残高 4 3

資本剰余金合計   

前期末残高 5,363 5,363

当期変動額   

自己株式の処分 0 △1

当期変動額合計 0 △1

当期末残高 5,363 5,362

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 588 588

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 588 588

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 14,140 15,140

当期変動額   

別途積立金の積立 1,000 1,000

当期変動額合計 1,000 1,000

当期末残高 15,140 16,140

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,497 2,571

当期変動額   

別途積立金の積立 △1,000 △1,000

剰余金の配当 △709 △605

当期純利益 1,783 1,267

当期変動額合計 73 △338

当期末残高 2,571 2,233



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 17,226 18,299

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △709 △605

当期純利益 1,783 1,267

当期変動額合計 1,073 661

当期末残高 18,299 18,961

自己株式   

前期末残高 △143 △163

当期変動額   

自己株式の取得 △20 △17

自己株式の処分 1 8

当期変動額合計 △19 △9

当期末残高 △163 △172

株主資本合計   

前期末残高 28,022 29,076

当期変動額   

剰余金の配当 △709 △605

当期純利益 1,783 1,267

自己株式の取得 △20 △17

自己株式の処分 1 6

当期変動額合計 1,054 651

当期末残高 29,076 29,727

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 1,668 452

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,215 △882

当期変動額合計 △1,215 △882

当期末残高 452 △430

土地再評価差額金   

前期末残高 525 525

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 525 525

評価・換算差額等合計   

前期末残高 2,193 977

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,215 △882

当期変動額合計 △1,215 △882

当期末残高 977 95



（単位：百万円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

純資産合計   

前期末残高 30,215 30,054

当期変動額   

剰余金の配当 △709 △605

当期純利益 1,783 1,267

自己株式の取得 △20 △17

自己株式の処分 1 6

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,215 △882

当期変動額合計 △161 △231

当期末残高 30,054 29,822
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