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

22年3月期第3四半期 25,092 △17.1 455 △17.4 426 △20.7 246 △20.1

21年3月期第3四半期 30,275 ― 551 ― 537 ― 308 ―

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3四半期 27.18 ―

21年3月期第3四半期 33.65 ―

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

22年3月期第3四半期 13,468 4,843 36.0 534.16
21年3月期 11,525 4,629 40.2 510.46

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  4,843百万円 21年3月期  4,629百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
22年3月期 ― 0.00 ―

22年3月期 
（予想）

8.00 8.00

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  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

通期 34,000 △6.5 560 △9.9 520 △12.6 300 △7.4 33.08



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（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（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、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場合が
あります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 10,000,000株 21年3月期  10,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  931,669株 21年3月期  930,336株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期  9,069,165株 21年3月期第3四半期  9,170,864株



  当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、中国及び新興国経済の逸早い回復を背景とした輸出の増加及び在庫

調整の進展などに因って緩やかな回復となりました。 

  このような状況のもと、当グループにおきましても、東南アジアへの輸出及び電子材料の一部が増収となりまし

た。しかし、回復の遅い欧米市場及び円高、国内にあっては住宅・設備投資の低迷などに因り、前四半期比では漸

増しているものの前年同期比からは厳しい経営環境となりました。 

  この結果、当第３四半期連結累計期間の連結売上高は、前第３四半期連結累計期間に比べ17.1％減の 百万

円となり、連結営業利益は17.4％減の 百万円、連結経常利益は20.7％減の 百万円、連結四半期純利益は

20.1％減の 百万円となりました。 

  当第３四半期連結会計期間末における資産合計は、受取手形及び売掛金の増加等により前連結会計年度末に比べ

百万円増加し、負債合計は、支払手形及び買掛金の増加等により前連結会計年度末に比べ 百万円増加し

ました。 

  また、純資産合計は、 百万円増加しました。主な増加は四半期純利益 百万円であり、主な減少は剰余金の

配当 百万円であります。  

  今後の見通しにつきましては、わが国経済は、個人消費の低迷や公共事業の減少、さらには米国の新金融規制案

の実施に因る経済への影響及び円高懸念など経営環境は未だ厳しい状況にあります。 

  このような状況のもと、当グループは既存の商権をしっかり守りながらも、変化をビジネスチャンスと捉え、ス

ピード感を持って新市場・新商品の開発に全力を挙げ、売上の達成に努めます。利益面につきましても、付加価値

の高い機能性製品の取扱いを増やすとともに、経営の効率化を推進して利益の確保に努める所存です。 

  よって、平成21年11月６日の第２四半期決算短信で発表の連結業績予想に変更はございません。 

 該当事項はありません。  

簡便な会計処理 

 ①棚卸資産の評価方法 

   当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末

の実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定しております。 

  

 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

を適用しております。 

  

 ③繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

   繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタ

ックス・プランニングを利用する方法を適用しております。 

  

四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 税金費用の計算 

  税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計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しております。

  なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

【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

25,092

455 426

246

２．連結財政状態に関する定性的情報

1,943 1,729

214 246

72

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



 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準の変更 

  第１四半期連結会計期間より、在外子会社等の収益及び費用について、決算日の直物為替相場により円貨に

換算する方法から、期中平均相場により円貨に換算する方法に変更しております。 

  この変更は、一時的な為替相場の変動による期間損益への影響を平均化し、会計期間を通じて発生する損益

をより適切に四半期連結財務諸表に反映させるために行ったものであります。 

  これによる損益に与える影響は軽微であります。  

（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



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３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,990,997 2,354,485

受取手形及び売掛金 8,933,217 7,499,770

商品 821,787 925,003

その他 153,849 132,192

貸倒引当金 △30,143 △23,834

流動資産合計 12,869,707 10,887,617

固定資産   

有形固定資産 135,907 140,470

無形固定資産 16,573 24,287

投資その他の資産   

その他 514,851 544,332

貸倒引当金 △68,131 △71,260

投資その他の資産合計 446,720 473,071

固定資産合計 599,201 637,829

資産合計 13,468,908 11,525,446

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,590,124 5,793,791

短期借入金 677,194 600,000

未払法人税等 47,667 110,194

引当金 55,779 95,455

その他 121,085 135,004

流動負債合計 8,491,850 6,734,446

固定負債   

引当金 95,662 128,607

その他 37,444 32,675

固定負債合計 133,106 161,283

負債合計 8,624,957 6,895,729

純資産の部   

株主資本   

資本金 820,000 820,000

資本剰余金 697,471 697,471

利益剰余金 3,562,271 3,361,739

自己株式 △188,621 △188,324

株主資本合計 4,891,121 4,690,886

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 36,172 26,342

繰延ヘッジ損益 △434 828

為替換算調整勘定 △82,908 △88,340

評価・換算差額等合計 △47,170 △61,169

純資産合計 4,843,951 4,629,716

負債純資産合計 13,468,908 11,525,446



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 30,275,203 25,092,248

売上原価 28,517,289 23,530,293

売上総利益 1,757,914 1,561,954

販売費及び一般管理費 1,206,299 1,106,350

営業利益 551,614 455,603

営業外収益   

受取利息 6,053 1,176

受取配当金 7,417 7,575

為替差益 4,922 －

その他 3,881 2,383

営業外収益合計 22,275 11,135

営業外費用   

支払利息 2,968 4,315

支払保証料 18,867 21,458

売上割引 11,994 9,212

その他 2,840 5,490

営業外費用合計 36,671 40,476

経常利益 537,218 426,262

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 1,694

特別利益合計 － 1,694

税金等調整前四半期純利益 537,218 427,956

法人税等 228,610 181,413

四半期純利益 308,607 246,543



 該当事項はありません。  

 第１四半期連結会計期間より、堺商事貿易（上海）有限公司が連結子会社となったため、利益剰余金が 百万

円増加しております。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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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