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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 4,451 △28.8 51 △62.0 89 △45.8 59 △28.9

21年3月期第1四半期 6,249 ― 136 ― 165 ― 84 ―

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 4.68 ―

21年3月期第1四半期 6.58 ―

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 11,861 6,996 59.0 547.64
21年3月期 11,816 6,856 58.0 536.76

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  6,996百万円 21年3月期  6,856百万円

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

21年3月期 ― 4.25 ― 4.25 8.50

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

4.25 ― 4.25 8.50

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  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

第2四半期 
連結累計期間

9,850 △20.7 140 △47.9 185 △38.8 105 △29.7 8.22

通期 20,100 △11.5 320 △19.7 385 △14.0 225 1.1 17.61
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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、４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、４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 

 業績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
可能性があります。 

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） 22年3月期第1四半期 15,600,000株 21年3月期  15,600,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,824,485株 21年3月期  2,825,430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 12,775,517株 21年3月期第1四半期 12,781,320株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年後半からの急激な景気後退の影響により企業収
益が減少し、設備投資の抑制や雇用情勢の悪化、個人消費の低迷など景気の減速傾向が一段と強まりまし
た。  
 このような情勢下において、当社グループは多様化しているお客様ニーズに対して開発営業力の強化な
らびに主力得意先の拡販、提案営業に加え新しい商流の構築などの推進につとめました。また、積極的な
経費の削減などに取り組んでまいりました。 
 当第1四半期の連結業績につきましては、土木・建材資材や化学工業関連分野での新しい商流の構築な
どがありましたが、景気後退による受注の減少と在庫調整や新規開発の遅れなどにより、情報関連並びに
建材資材関連商材を中心に大幅に減少いたしました。 
 これらの結果、売上高は44億５千１百万円（前年同期比28.8％減）、営業利益５千１百万円（前年同期
比62.0％減）、経常利益８千９百万円（前年同期比45.8％減）、第１四半期純利益は５千９百万円（前年
同期比28.9％減）となりました。 

  

① 資産の部 
流動資産は前連結会計年度末に比べ、1.2％減少し、77億８千６百万円となりました。 

 これは主に、現金及び預金が４億６千１百万円、商品が４千６百万円増加し、受取手形及び売掛金
が６億１千５百万円減少したことによるものであります。 
 固定資産は前連結会計年度末に比べ、3.6％増加し、40億７千４百万円となりました。 
 これは主に、投資有価証券が１億８千４百万円増加し、減価償却等に伴い有形固定資産が５百万円
減少したことによるものであります。 
 この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて、0.4％増加し、118億６千１百万円となりました。

  
② 負債の部 

流動負債は前連結会計年度末に比べ、2.2％減少し、44億９千７百万円となりました。 
 これは主に、支払手形及び買掛金が６千２百万円減少したことによるものであります。 
 固定負債は前連結会計年度末に比べ、2.0％増加し、３億６千７百万円となりました。 
 この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて、1.9％減少し、48億６千４百万円となりまし
た。 

  
③ 純資産の部 

純資産合計は前連結会計年度末に比べ、2.0％増加し、69億９千６百万円となりました。 
 これは主に、その他有価証券評価差額金が１億３千３百万円増加したことによるものであります。

  
④ キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、11億９千
１百万円となりました。 
 各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
営業活動の結果、増加した資金は５億２千３百万円となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益１億２百万円、売上債権の減少６億１千５百万円の収入
に対し、仕入債務の減少６千２百万円、たな卸資産の増加４千６百万円、賞与引当金の減少３千８
百万円、法人税等の支払額６千５百万円の支出によるものです。 
  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
投資活動の結果、増加した資金は９千１百万円となりました。 

 これは主に、定期預金払戻しによる収入１億円、投資有価証券の売却による収入４千８百万円に
対し、無形固定資産の取得による支出５千万円によるものであります。 
  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
財務活動の結果、減少した資金は５千４百万円となりました。 

 これは主に、配当金の支払５千４百万円の支出によるものです。 
  
  

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報
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平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年５月14日に発表いたしました第２四半期連結累計
期間及び通期の業績予想の数値を変更しておりません。 

  
  

該当事項はありません。 
  

① 簡便な会計処理 
１）棚卸資産の評価方法 

当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、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。 

  
２）固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定
する方法によっております。 
  

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 
１）税金費用の計算 

当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前
四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算する方法を採用しております。 
 なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

  

① 債券の保有目的区分の変更に関する当面の取扱いの適用 
債権の保有目的区分の変更に関する当面の取扱い（実務対応報告第26号平成20年12月５日）が公表

されたことに伴い、当第１四半期連結会計期間から同実務対応報告を適用し、「その他有価証券」の
一部を「満期保有目的の債券」の区分に変更しております。 
 これに伴う当第１四半期連結累計期間の四半期連結財務諸表に与える影響はありません。 
  

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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 1,361,688 900,172

受取手形及び売掛金 5,842,176 6,458,120

有価証券 197,420 193,620

商品 349,959 303,369

その他 64,177 57,790

貸倒引当金 △28,915 △31,063

流動資産合計 7,786,506 7,882,008

固定資産   

有形固定資産 841,152 846,639

無形固定資産 56,006 7,862

投資その他の資産   

投資有価証券 2,958,711 2,774,032

その他 297,358 388,540

貸倒引当金 △78,587 △82,198

投資その他の資産合計 3,177,482 3,080,373

固定資産合計 4,074,642 3,934,875

資産合計 11,861,148 11,816,884

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,345,909 4,408,441

未払法人税等 42,143 60,168

賞与引当金 14,516 53,046

役員賞与引当金 3,000 15,000

その他 91,974 63,201

流動負債合計 4,497,542 4,599,857

固定負債   

退職給付引当金 882 828

役員退職慰労引当金 180,980 176,934

その他 185,378 182,378

固定負債合計 367,240 360,140

負債合計 4,864,783 4,959,998

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,716,600 1,716,600

資本剰余金 1,433,596 1,433,596

利益剰余金 4,276,215 4,270,855

自己株式 △574,039 △574,258

株主資本合計 6,852,371 6,846,792

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 114,448 △19,452

土地再評価差額金 29,545 29,545

評価・換算差額等合計 143,994 10,093

純資産合計 6,996,365 6,856,885

負債純資産合計 11,861,148 11,816,884
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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 6,249,357 4,451,632

売上原価 5,735,526 4,063,503

売上総利益 513,831 388,128

販売費及び一般管理費 377,622 336,302

営業利益 136,208 51,826

営業外収益   

受取利息 2,101 4,549

受取配当金 28,262 26,442

持分法による投資利益 － 4,762

仕入割引 2,458 2,066

その他 3,386 1,560

営業外収益合計 36,209 39,381

営業外費用   

たな卸資産処分損 1,735 －

持分法による投資損失 3,303 －

売上割引 2,228 1,405

その他 5 337

営業外費用合計 7,273 1,743

経常利益 165,144 89,464

特別利益   

投資有価証券売却益 － 7,347

貸倒引当金戻入額 － 5,759

特別利益合計 － 13,107

特別損失   

投資有価証券評価損 12,870 －

固定資産除却損 17 －

特別損失合計 12,887 －

税金等調整前四半期純利益 152,257 102,572

法人税、住民税及び事業税 68,105 42,776

法人税等合計 68,105 42,776

四半期純利益 84,151 59,795
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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 152,257 102,572

減価償却費 7,420 11,242

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,861 △5,759

賞与引当金の増減額（△は減少） △48,074 △38,530

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △12,000 △12,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 84 54

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,213 4,046

前払年金費用の増減額（△は増加） △6,166 160

受取利息及び受取配当金 △30,364 △30,991

持分法による投資損益（△は益） 3,303 △4,762

有形固定資産除却損 17 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △7,347

投資有価証券評価損益（△は益） 12,817 －

売上債権の増減額（△は増加） △228,539 615,943

たな卸資産の増減額（△は増加） △120,771 △46,590

その他の資産の増減額（△は増加） △38,667 △4,265

仕入債務の増減額（△は減少） 427,110 △62,532

その他の負債の増減額（△は減少） 29,420 30,867

未払消費税等の増減額（△は減少） △15,274 2,381

未払法人税等（外形標準課税）の増減額（△は減
少）

2,880 －

その他 － 3,470

小計 139,101 557,957

利息及び配当金の受取額 33,660 31,549

法人税等の支払額 △128,930 △65,709

営業活動によるキャッシュ・フロー 43,831 523,797

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 200,000 100,000

有形固定資産の取得による支出 － △3,900

無形固定資産の取得による支出 － △50,000

投資有価証券の取得による支出 △118,751 △2,478

投資有価証券の売却による収入 － 48,438

その他 △200,212 △84

投資活動によるキャッシュ・フロー △118,963 91,975

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △265 △166

自己株式の売却による収入 － 325

配当金の支払額 △54,491 △54,415

財務活動によるキャッシュ・フロー △54,756 △54,256

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △129,888 561,516

現金及び現金同等物の期首残高 850,173 630,172

現金及び現金同等物の四半期末残高 720,284 1,191,688
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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