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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 22,526 △33.2 △45 ― △99 ― △78 ―
21年3月期第1四半期 33,707 ― 901 ― 891 ― 538 ―

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

22年3月期第1四半期 △3.63 ―
21年3月期第1四半期 24.96 ―

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

22年3月期第1四半期 39,850 11,942 30.0 553.32
21年3月期 46,480 12,028 25.9 557.22

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  11,942百万円 21年3月期  12,028百万円

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  
平成２２年３月期の予想配当額は未定であります。（※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項欄参照） 

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

21年3月期 ― ― ― 10.00 10.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

46,691 △34.4 45 △97.6 △31 ― △43 ― △1.99

通期 92,325 △26.3 383 △80.2 226 △87.4 85 △91.2 3.94
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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) 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） 

(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．上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって異なる結果となる可能性があります。 
  なお、業績予想に関する事項につきましては、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覧ください。 
２．平成２２年３月期の予想配当額につきましては、今後の業績動向を見極めつつ検討することとしており、現時点では未定であります。今後開示が 
  可能となった時点で速やかにお知らせいたします。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 22,207,000株 21年3月期  22,207,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  622,979株 21年3月期  621,123株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 21,584,636株 21年3月期第1四半期 21,589,316株
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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：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,076,499 7,396,908

受取手形及び売掛金 20,695,828 20,083,481

商品 7,491,064 11,316,997

その他 1,332,596 745,183

貸倒引当金 △126,509 △142,616

流動資産合計 32,469,479 39,399,955

固定資産   

有形固定資産 4,533,051 4,543,149

無形固定資産 58,328 60,970

投資その他の資産   

投資有価証券 2,365,312 2,042,147

その他 510,666 506,058

貸倒引当金 △115,036 △101,713

投資その他の資産合計 2,760,942 2,446,492

固定資産合計 7,352,323 7,050,612

繰延資産 28,824 30,006

資産合計 39,850,627 46,480,574
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 11,757,615 13,379,166

短期借入金 9,400,000 14,500,000

未払法人税等 7,470 202,974

賞与引当金 86,506 172,215

その他 542,349 218,301

流動負債合計 21,793,942 28,472,658

固定負債   

社債 3,500,000 3,500,000

長期借入金 1,000,000 1,000,000

その他 1,613,720 1,479,856

固定負債合計 6,113,720 5,979,856

負債合計 27,907,662 34,452,515

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,310,000 2,310,000

資本剰余金 1,802,600 1,802,600

利益剰余金 7,212,599 7,506,955

自己株式 △185,629 △185,350

株主資本合計 11,139,569 11,434,204

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 581,631 372,091

土地再評価差額金 221,763 221,763

評価・換算差額等合計 803,395 593,854

純資産合計 11,942,964 12,028,059

負債純資産合計 39,850,627 46,480,574
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 33,707,914 22,526,123

売上原価 31,732,877 21,659,843

売上総利益 1,975,036 866,280

販売費及び一般管理費 1,073,779 911,879

営業利益又は営業損失（△） 901,256 △45,599

営業外収益   

受取利息 610 636

受取配当金 36,618 17,313

仕入割引 16,939 9,896

受取賃貸料 13,171 13,905

雑収入 5,504 10,937

営業外収益合計 72,844 52,689

営業外費用   

支払利息 44,160 49,570

売上割引 15,898 11,091

持分法による投資損失 2,453 29,505

賃貸費用 6,533 7,462

雑損失 14,020 8,587

営業外費用合計 83,066 106,217

経常利益又は経常損失（△） 891,035 △99,127

特別利益   

固定資産売却益 633 68

貸倒引当金戻入額 11,751 －

特別利益合計 12,384 68

特別損失   

固定資産売却損 － 100

固定資産除却損 63 363

ゴルフ会員権評価損 － 5,273

退職給付費用 － 240

特別損失合計 63 5,978

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

903,355 △105,038

法人税、住民税及び事業税 301,693 1,834

法人税等調整額 62,752 △28,570

法人税等合計 364,445 △26,736

四半期純利益又は四半期純損失（△） 538,910 △78,302
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

903,355 △105,038

減価償却費 40,107 37,257

社債発行費償却 264 1,182

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,747 △2,784

前払年金費用の増減額（△は増加） △5,270 943

賞与引当金の増減額（△は減少） △106,141 △85,709

受取利息及び受取配当金 △37,228 △17,950

支払利息 44,160 49,570

持分法による投資損益（△は益） 2,453 29,505

固定資産売却損益（△は益） △633 32

固定資産除却損 63 363

ゴルフ会員権評価損 － 5,273

売上債権の増減額（△は増加） △472,058 △393,968

たな卸資産の増減額（△は増加） △717,551 3,825,933

仕入債務の増減額（△は減少） 147,958 △2,393,130

その他 116,240 252,878

小計 △96,028 1,204,357

利息及び配当金の受取額 38,228 18,410

利息の支払額 △26,247 △34,808

法人税等の支払額 △558,633 △182,389

営業活動によるキャッシュ・フロー △642,680 1,005,570

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 △10,094 △25,758

有形固定資産の売却による収入 2,320 489

無形固定資産の取得による支出 △12,915 －

投資有価証券の取得による支出 － △1,484

貸付金の回収による収入 1,823 1,821

その他 △508 780

投資活動によるキャッシュ・フロー △19,374 △24,152

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） 100,000 △5,100,000

長期借入れによる収入 700,000 －

社債の発行による収入 488,960 －

社債の償還による支出 △500,000 －

自己株式の純増減額（△は増加） △477 △279

配当金の支払額 △241,534 △201,548

財務活動によるキャッシュ・フロー 546,949 △5,301,827

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △115,105 △4,320,409

現金及び現金同等物の期首残高 912,627 7,396,908

現金及び現金同等物の四半期末残高 797,522 3,076,499
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