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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 569,687 3.3 △1,259 ― 2,315 20.1 205 ―
20年3月期 551,751 5.7 △1,565 ― 1,927 50.9 △147 ―

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 2.74 ― 0.5 1.3 △0.2
20年3月期 △1.89 ― △0.3 1.1 △0.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  △2百万円 20年3月期  1百万円

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 183,757 43,379 23.6 577.97
20年3月期 178,367 43,798 24.5 583.39

（参考） 自己資本   21年3月期  43,379百万円 20年3月期  43,798百万円

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 1,344 △2,372 608 8,037
20年3月期 11,685 △4,816 △2,654 8,457

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 ― ― ― 6.00 6.00 450 ― 1.7
21年3月期 ― ― ― 4.00 4.00 300 147.6 0.7
22年3月期 

（予想）
― ― ― 5.00 5.00 ―

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

291,000 0.8 △365 ― 1,350 1.6 210 △44.9 2.80

通期 575,000 0.9 △900 ― 2,600 12.4 350 72.0 4.66
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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22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、40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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期 79,301,124株 20年3月期 79,301,124株
② 期末自己株式数 21年3月期  4,246,456株 20年3月期  4,225,284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 486,165 2.0 △1,624 ― 1,620 9.4 268 30.2
20年3月期 476,518 5.6 △1,762 ― 1,482 52.3 206 △59.8

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
円 銭 円 銭

21年3月期 3.58 ―
20年3月期 2.65 ―

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 159,844 41,930 26.2 558.66
20年3月期 155,300 42,355 27.3 564.17

（参考） 自己資本 21年3月期  41,930百万円 20年3月期  42,355百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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。 

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 
累計期間

252,200 2.0 △800 ― 820 17.0 170 2.5 2.27

通期 495,000 1.8 △1,300 ― 2,000 23.4 450 67.4 6.00
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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 9,344 9,049 
受取手形及び売掛金 ※4  66,457 ※4  70,367
有価証券 － 10
商品及び製品 26,106 26,429 
未収入金 ※4  11,117 ※4  12,520
繰延税金資産 839 901 
その他 5,064 5,325 
貸倒引当金 △150 △240
流動資産合計 118,780 124,363 

固定資産

有形固定資産
建物及び構築物 ※2  35,966 ※2  37,404
減価償却累計額 △19,184 △19,430
建物及び構築物（純額） 16,781 17,973 

機械装置及び運搬具 906 904 
減価償却累計額 △798 △782
機械装置及び運搬具（純額） 107 122 

工具、器具及び備品 7,567 8,653 
減価償却累計額 △5,524 △5,830
工具、器具及び備品（純額） 2,042 2,822 

土地 ※2  21,022 ※2  20,710
リース資産 － 2,036
減価償却累計額 － △79
リース資産（純額） － 1,956

建設仮勘定 2,745 17 
有形固定資産合計 42,699 43,604 

無形固定資産

のれん 4,695 3,752 
ソフトウエア 1,853 1,917 
リース資産 － 30
その他 140 132 
無形固定資産合計 6,689 5,832 

投資その他の資産

投資有価証券 ※1, ※2  4,491 ※1, ※2  4,053
破産更生債権等 327 344 
差入保証金 384 403 
繰延税金資産 2,960 2,929 
その他 2,367 2,581 
貸倒引当金 △333 △355
投資その他の資産合計 10,197 9,957 

固定資産合計 59,586 59,394 
資産合計 178,367 183,757 
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（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 ※2  47,930 ※2  50,363
短期借入金 ※2  49,031 ※2  52,030
未払金 5,331 5,977 
未払費用 1,574 1,408 
リース債務 － 168
未払法人税等 1,136 885 
賞与引当金 1,411 1,410 
役員賞与引当金 39 38 
その他 1,922 1,587 
流動負債合計 108,378 113,870 

固定負債

社債 64 30 
長期借入金 ※2  16,406 ※2  14,841
リース債務 － 1,915
繰延税金負債 1,073 1,063 
退職給付引当金 7,019 7,064 
役員退職慰労引当金 811 848 
負ののれん 100 36 
その他 715 707 
固定負債合計 26,190 26,507 

負債合計 134,568 140,377 
純資産の部

株主資本

資本金 5,000 5,000 
資本剰余金 23,314 23,314 
利益剰余金 16,981 16,736 
自己株式 △1,359 △1,366
株主資本合計 43,936 43,684 

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △137 △304
評価・換算差額等合計 △137 △304

純資産合計 43,798 43,379 
負債純資産合計 178,367 183,757 
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（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 551,751 569,687 
売上原価 481,225 496,612 
売上総利益 70,526 73,074 
販売費及び一般管理費 ※1  72,091 ※1  74,333
営業損失（△） △1,565 △1,259
営業外収益

受取利息 13 9 
受取配当金 73 78 
仕入割引 4,256 4,307 
持分法による投資利益 1 －

負ののれん償却額 63 63 
その他 528 531 
営業外収益合計 4,936 4,990 

営業外費用

支払利息 993 1,094 
売上割引 203 187 
持分法による投資損失 － 2
デリバティブ評価損 98 －

その他 147 130 
営業外費用合計 1,443 1,415 

経常利益 1,927 2,315 
特別利益

固定資産売却益 ※2  505 ※2  19
投資有価証券売却益 27 6 
貸倒引当金戻入額 7 15 
その他 0 10 
特別利益合計 540 51 

特別損失

固定資産売却損 ※3  241 ※3  65
固定資産除却損 ※4  142 ※4  77
減損損失 ※5  1,472 －

投資有価証券売却損 0 8 
投資有価証券評価損 166 445 
その他 211 87 
特別損失合計 2,235 684 

税金等調整前当期純利益 232 1,682 
法人税、住民税及び事業税 1,382 1,468 
法人税等調整額 △1,002 8
法人税等合計 379 1,477 

当期純利益又は当期純損失（△） △147 205
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（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 5,000 5,000 
当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,000 5,000 
資本剰余金

前期末残高 23,314 23,314 
当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 23,314 23,314 
利益剰余金

前期末残高 17,920 16,981 
当期変動額

剰余金の配当 △791 △450
当期純利益又は当期純損失（△） △147 205
当期変動額合計 △938 △245

当期末残高 16,981 16,736 
自己株式

前期末残高 △66 △1,359
当期変動額

自己株式の取得 （注） △1,293 （注） △7
当期変動額合計 △1,293 △7

当期末残高 △1,359 △1,366
株主資本合計

前期末残高 46,168 43,936 
当期変動額
剰余金の配当 △791 △450
当期純利益又は当期純損失（△） △147 205
自己株式の取得 （注） △1,293 （注） △7
当期変動額合計 △2,232 △252

当期末残高 43,936 43,684 
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（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 681 △137
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △818 △166
当期変動額合計 △818 △166

当期末残高 △137 △304
評価・換算差額等合計

前期末残高 681 △137
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △818 △166
当期変動額合計 △818 △166

当期末残高 △137 △304
純資産合計

前期末残高 46,849 43,798 
当期変動額
剰余金の配当 △791 △450
当期純利益又は当期純損失（△） △147 205
自己株式の取得 （注） △1,293 （注） △7
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △818 △166
当期変動額合計 △3,050 △419

当期末残高 43,798 43,379 
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（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 232 1,682 
減価償却費 2,237 2,752 
減損損失 1,472 －

のれん償却額 879 879 
賞与引当金の増減額（△は減少） 62 △0
貸倒引当金の増減額（△は減少） 52 111 
退職給付引当金の増減額（△は減少） △34 45
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 73 36 
受取利息及び受取配当金 △87 △87
支払利息 995 1,095 
持分法による投資損益（△は益） △1 2
固定資産売却益 △505 －

固定資産売却損 241 －

固定資産売却損益（△は益） － 45
固定資産除却損 142 77 
投資有価証券売却益 △27 －

投資有価証券売却損 0 －

投資有価証券売却損益（△は益） － 1
投資有価証券評価損 166 －

投資有価証券評価損益（△は益） － 445
会員権売却損益（△は益） － 0
売上債権の増減額（△は増加） 3,864 △3,909
売上債権譲渡による収入の増減額 6,500 －
たな卸資産の増減額（△は増加） 386 △322
仕入債務の増減額（△は減少） △4,253 2,146
その他の資産の増減額（△は増加） 498 △1,478
その他の負債の増減額（△は減少） 106 572 
その他 142 △69
小計 13,148 4,026 
利息及び配当金の受取額 82 87 
利息の支払額 △989 △1,050
法人税等の支払額 △555 △1,719
営業活動によるキャッシュ・フロー 11,685 1,344 

15



（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)

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 △534 △402
定期預金の払戻による収入 79 344 
有形固定資産の取得による支出 △4,600 △1,371
有形固定資産の除却による支出 △61 △7
有形固定資産の売却による収入 1,372 304 
無形固定資産の取得による支出 △624 △725
無形固定資産の売却による収入 0 0 
投資有価証券の取得による支出 △725 △290
投資有価証券の売却による収入 209 43 
貸付けによる支出 △34 △36
貸付金の回収による収入 44 39 
その他 60 △269
投資活動によるキャッシュ・フロー △4,816 △2,372

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） △4,417 3,206
長期借入れによる収入 11,450 6,650 
長期借入金の返済による支出 △7,158 △8,421
社債の償還による支出 △444 △274
自己株式の取得による支出 △1,293 △7
ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △93
配当金の支払額 △791 △451
財務活動によるキャッシュ・フロー △2,654 608

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,214 △419
現金及び現金同等物の期首残高 4,242 8,457 
現金及び現金同等物の期末残高 ※1  8,457 ※1  8,037
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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 6,117 5,284 
受取手形 2,911 1,890 
売掛金 ※3  53,705 ※3  57,439
商品及び製品 23,035 23,526 
未収入金 ※3  9,166 ※3  10,711
前渡金 4,225 4,571 
前払費用 429 416 
繰延税金資産 665 655 
その他 75 54 
貸倒引当金 △101 △126
流動資産合計 100,232 104,424 

固定資産

有形固定資産

建物 ※1  31,455 ※1  32,755
減価償却累計額 △16,190 △16,338
建物（純額） 15,264 16,417 

構築物 2,020 2,206 
減価償却累計額 △1,501 △1,569
構築物（純額） 518 637 

車両運搬具 863 856 
減価償却累計額 △764 △751
車両運搬具（純額） 98 104 

工具、器具及び備品 7,214 8,267 
減価償却累計額 △5,253 △5,542
工具、器具及び備品（純額） 1,960 2,725 

土地 ※1  19,693 ※1  19,412
リース資産 － 1,909
減価償却累計額 － △65
リース資産（純額） － 1,844

建設仮勘定 2,745 17 
有形固定資産合計 40,280 41,158 

無形固定資産

のれん 3,576 3,149 
ソフトウエア 1,838 1,865 
ソフトウエア仮勘定 14 5 
リース資産 － 8
その他 93 93 
無形固定資産合計 5,522 5,122 
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（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 ※1  3,611 ※1  3,306
関係会社株式 1,190 1,190 
出資金 263 264 
従業員に対する長期貸付金 68 80 
破産更生債権等 198 248 
長期前払費用 84 90 
繰延税金資産 2,457 2,407 
その他 1,600 1,810 
貸倒引当金 △210 △260
投資その他の資産合計 9,264 9,139 

固定資産合計 55,068 55,419 
資産合計 155,300 159,844 

負債の部

流動負債
支払手形 2,461 2,173 
買掛金 ※1  33,464 ※1  34,946
短期借入金 ※1  39,800 ※1  43,320
1年内償還予定の社債 54 14 
1年内返済予定の長期借入金 ※1  5,818 ※1  5,887
リース債務 － 137
未払金 4,727 4,951 
未払費用 1,081 1,142 
未払法人税等 839 520 
預り金 852 923 
前受収益 9 14 
賞与引当金 1,135 1,096 
その他 212 6 
流動負債合計 90,456 95,134 

固定負債
社債 14 －

長期借入金 ※1  15,161 ※1  13,648
リース債務 － 1,801
退職給付引当金 6,487 6,475 
役員退職慰労引当金 208 242 
負ののれん 2 1 
その他 615 611 
固定負債合計 22,488 22,780 

負債合計 112,944 117,914 
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（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 5,000 5,000 
資本剰余金

資本準備金 28,280 28,280 
その他資本剰余金 8,809 8,809 
資本剰余金合計 37,089 37,089 

利益剰余金

利益準備金 520 520 
その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金 91 418 
固定資産圧縮特別勘定積立金 342 －
繰越利益剰余金 498 332 

利益剰余金合計 1,452 1,270 
自己株式 △1,359 △1,366
株主資本合計 42,182 41,993 

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 173 △63
評価・換算差額等合計 173 △63

純資産合計 42,355 41,930 
負債純資産合計 155,300 159,844 
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（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 476,518 486,165 
売上原価
商品期首たな卸高 23,805 23,035 
合併による商品受入高 92 －

当期商品仕入高 418,136 427,726 
合計 442,035 450,762 
商品期末たな卸高 23,035 23,526 
商品売上原価 418,999 427,236 

売上総利益 57,518 58,929 
販売費及び一般管理費 ※1  59,281 ※1  60,553
営業損失（△） △1,762 △1,624
営業外収益

受取利息 9 3 
受取配当金 91 108 
仕入割引 3,838 3,860 
その他 481 520 
営業外収益合計 4,421 4,492 

営業外費用

支払利息 913 1,026 
売上割引 135 120 
その他 127 100 
営業外費用合計 1,177 1,248 

経常利益 1,482 1,620 
特別利益

固定資産売却益 ※2  851 ※2  58
投資有価証券売却益 41 6 
貸倒引当金戻入額 7 7 
その他 99 6 
特別利益合計 998 79 

特別損失

固定資産売却損 ※3  223 ※3  72
固定資産除却損 ※4  140 ※4  55
減損損失 ※5  885 －

投資有価証券売却損 0 4 
投資有価証券評価損 28 174 
その他 153 80 
特別損失合計 1,431 386 

税引前当期純利益 1,049 1,313 
法人税、住民税及び事業税 895 884 
法人税等調整額 △52 159
法人税等合計 843 1,044 
当期純利益 206 268 

45



（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 5,000 5,000 
当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,000 5,000 
資本剰余金

資本準備金
前期末残高 28,280 28,280 
当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 28,280 28,280 
その他資本剰余金

前期末残高 8,809 8,809 
当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 8,809 8,809 
資本剰余金合計

前期末残高 37,089 37,089 
当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 37,089 37,089 
利益剰余金

利益準備金
前期末残高 520 520 
当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 520 520 
その他利益剰余金

固定資産圧縮積立金
前期末残高 96 91 
当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 － 342
固定資産圧縮積立金の取崩 △4 △15
当期変動額合計 △4 326

当期末残高 91 418 
固定資産圧縮特別勘定積立金
前期末残高 － 342
当期変動額

固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 342 －

固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － △342
当期変動額合計 342 △342

当期末残高 342 －
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（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)

繰越利益剰余金
前期末残高 1,421 498 
当期変動額

固定資産圧縮積立金の取崩 4 15 
固定資産圧縮特別勘定積立金の積立 △342 －
剰余金の配当 △791 △450
当期純利益 206 268 
当期変動額合計 △923 △165

当期末残高 498 332 
利益剰余金合計

前期末残高 2,037 1,452 
当期変動額

固定資産圧縮積立金の積立 － 342
固定資産圧縮特別勘定積立金の取崩 － △342
剰余金の配当 △791 △450
当期純利益 206 268 
当期変動額合計 △585 △181

当期末残高 1,452 1,270 
自己株式

前期末残高 △66 △1,359
当期変動額

自己株式の取得 （注） △1,293 （注） △7
当期変動額合計 △1,293 △7

当期末残高 △1,359 △1,366
株主資本合計

前期末残高 44,061 42,182 
当期変動額
剰余金の配当 △791 △450
当期純利益 206 268 
自己株式の取得 （注） △1,293 （注） △7
当期変動額合計 △1,878 △188

当期末残高 42,182 41,993 
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（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)

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

前期末残高 881 173 
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △708 △236
当期変動額合計 △708 △236

当期末残高 173 △63
評価・換算差額等合計

前期末残高 881 173 
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △708 △236
当期変動額合計 △708 △236

当期末残高 173 △63
純資産合計

前期末残高 44,942 42,355 
当期変動額
剰余金の配当 △791 △450
当期純利益 206 268 
自己株式の取得 （注） △1,293 （注） △7
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △708 △236
当期変動額合計 △2,586 △425

当期末残高 42,355 41,930 
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