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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 19,236 △10.9 1,792 △35.3 1,938 △34.9 1,051 △35.1
21年3月期第3四半期 21,584 ― 2,771 ― 2,978 ― 1,618 ―

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 52.36 ―
21年3月期第3四半期 80.64 ―

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 74,284 72,326 97.4 3,602.78
21年3月期 73,944 71,765 97.1 3,574.75

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  72,326百万円 21年3月期  71,765百万円

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 ― 13.00 ― 13.00 26.00
22年3月期 ― 13.00 ―
22年3月期 

（予想） 13.00 26.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 24,000 △13.2 1,820 △45.9 2,000 △44.9 1,115 △39.4 55.54
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3四半期 20,080,480株 21年3月期  20,080,480株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  5,306株 21年3月期  4,936株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 20,075,316株 21年3月期第3四半期 20,075,885株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．業績予想に
関する定性的情報」をご覧ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 
１．経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、緩やかな回復基調に転じているものの、為替の急激な
変動、企業収益や雇用情勢の悪化にともなう個人消費の冷え込み、さらにはデフレ圧力が強まるなど、
先行き不透明な状況のなかで推移いたしました。 
このような経済情勢のもと、当社は製販一貫体制の強みを活かし、お客様のニーズに対応した商品づ

くりを積極的におこなうことで新規顧客を含め幅広い客層の取り込みに努めてまいりました。また、採
算性を重視した店舗運営を目指し、スクラップアンドビルドを積極的に推し進め、経営体質の強化に取
り組んでまいりました。 
この結果、売上高は１９２億３６百万円（前年同期比１０.９％減）、営業利益は１７億９２百万円

（前年同期比３５.３％減）、経常利益は１９億３８百万円（前年同期比３４.９％減）、四半期純利益
は１０億５１百万円（前年同期比３５.１％減）となりました。 

 
２．財政状態に関する定性的情報 
(1)資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期会計期間末の総資産は、７４２億８４百万円となり、前事業年度末と比較して３億４０
百万円増加しております。 
流動資産は、前事業年度末と比較して、２億６２百万円増加しております。これは主に、原材料及び

貯蔵品が２億２１百万円、現金及び預金が５億４３百万円それぞれ減少したものの、受取手形及び売掛
金が８億５２百万円、商品及び製品が２億６９百万円それぞれ増加したことによるものです。 
固定資産は、前事業年度末と比較して、７７百万円増加しております。これは主に、建物が６５百万

円減少したものの、工具器具備品が９１百万円、ソフトウエアが７９百万円増加したことによるものです。 
流動負債は、前事業年度末と比較して、２億２８百万円減少しております。これは主に、未払費用が

１億８７百万円増加したものの、法人税等の支払により未払法人税等が３億８６百万円、引当金が１億
７２百万円それぞれ減少したことによるものです。 
純資産は、前事業年度末と比較して、５億６１百万円増加しております。これは主に、第３四半期累

計期間において、配当金を５億２１百万円支払い、四半期純利益を１０億５１百万円計上し、その他有
価証券評価差額金が３２百万円増加したことによるものです。 
 

(2)キャッシュ・フローの状況 
当第３四半期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、営業活動により

３億６２百万円の資金が得られ、投資活動及び財務活動によりそれぞれ３億９１百万円、５億１４百万
円の資金を使用したことにより、前事業年度末に比べ５億４３百万円減少し、３２６億７８百万円とな
りました。 
また、当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローは次のとおりであります。 
①営業活動によるキャッシュ・フロー 

当第３四半期累計期間において営業活動により得られた資金は３億６２百万円となり、前年同期
と比べ７億３１百万円の減少となりました。これは主に、前年同期において、税引前四半期純利益
を２９億２９百万円計上し、売上債権の増加７億２百万円、たな卸資産の減少６億６百万円、法人
税等の支払額２１億２７百万円があったことに対し、当第３四半期累計期間において、税引前四半
期純利益を１８億８２百万円計上し、売上債権の増加８億５２百万円、たな卸資産の増加２６百万
円、法人税等の支払額１０億６９百万円があったことによるものです。 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 
当第３四半期累計期間において投資活動により使用した資金は３億９１百万円となり、前年同期

と比べ８４百万円の増加となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出が前年同期と
比べ５４百万円増加し、差入保証金の回収による収入が３２百万円減少したことによるものです。 

③財務活動によるキャッシュ・フロー 
当第３四半期累計期間において財務活動により使用した資金は５億１４百万円となり、前年同期

と比べ１百万円の増加となりました。 
 
３．業績予想に関する定性的情報 

通期（平成２１年４月１日から平成２２年３月３１日まで）の業績予想につきましては、平成２１年
５月１５日に発表いたしました通り、売上高２４０億円（前期比１３.２％減）、営業利益１８億２０
百万円（前期比４５.９％減）、経常利益２０億円（前期比４４.９％減）、当期純利益１１億１５百万
円（前期比３９.４％減）となる見込みであります。 
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４．その他 
(1)簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

①棚卸資産の評価方法 
当第３四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し第２四半期会計期間末に係
る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。また、棚卸資産の簿価切下げに関し

ては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価を切下げて評価しており
ます。 

②法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定す
る方法によっております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営
環境等の著しい変化が生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況について前事業年度末から大幅
な変動がないと認められるので、前事業年度にて使用した将来の業績予測やタックス・プランニン
グを利用する方法によっております。 

 
(2)四半期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 

該当事項はありません。 
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 32,678 33,222

受取手形及び売掛金 2,389 1,537

商品及び製品 17,622 17,353

仕掛品 601 623

原材料及び貯蔵品 1,144 1,366

その他 244 316

貸倒引当金 △6 △6

流動資産合計 54,675 54,412

固定資産   

有形固定資産   

土地 11,309 11,309

その他（純額） 2,002 1,986

有形固定資産合計 13,311 13,295

無形固定資産 612 532

投資その他の資産   

その他 5,684 5,703

貸倒引当金 △0 △0

投資その他の資産合計 5,684 5,703

固定資産合計 19,609 19,531

資産合計 74,284 73,944

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 236 207

未払法人税等 360 747

引当金 76 248

その他 1,119 817

流動負債合計 1,792 2,020

固定負債   

引当金 130 122

その他 35 35

固定負債合計 166 158

負債合計 1,958 2,179
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（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 13,098 13,098

資本剰余金 15,707 15,707

利益剰余金 43,507 42,978

自己株式 △15 △14

株主資本合計 72,297 71,769

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 28 △4

評価・換算差額等合計 28 △4

純資産合計 72,326 71,765

負債純資産合計 74,284 73,944
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（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(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 21,584 19,236

売上原価 10,478 9,253

売上総利益 11,105 9,983

販売費及び一般管理費 8,333 8,190

営業利益 2,771 1,792

営業外収益   

受取利息 143 92

受取家賃 － 32

その他 66 22

営業外収益合計 210 147

営業外費用   

支払利息 1 1

その他 1 1

営業外費用合計 3 2

経常利益 2,978 1,938

特別利益   

投資有価証券売却益 2 0

特別利益合計 2 0

特別損失   

固定資産除却損 9 14

投資有価証券評価損 42 1

賃貸借契約解約損 － 40

特別損失合計 51 56

税引前四半期純利益 2,929 1,882

法人税、住民税及び事業税 1,185 708

法人税等調整額 125 123

法人税等合計 1,310 831

四半期純利益 1,618 1,051
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 2,929 1,882

減価償却費 250 253

受取利息及び受取配当金 △156 △97

支払利息 1 1

売上債権の増減額（△は増加） △702 △852

たな卸資産の増減額（△は増加） 606 △26

仕入債務の増減額（△は減少） 4 28

その他 132 142

小計 3,065 1,331

利息及び配当金の受取額 156 101

利息の支払額 △1 △1

法人税等の支払額 △2,127 △1,069

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,093 362

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 △211 △265

差入保証金の差入による支出 △258 △160

差入保証金の回収による収入 160 127

その他 2 △93

投資活動によるキャッシュ・フロー △306 △391

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 △0 △0

配当金の支払額 △512 △513

財務活動によるキャッシュ・フロー △513 △514

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） 273 △543

現金及び現金同等物の期首残高 31,130 33,222

現金及び現金同等物の四半期末残高 31,404 32,678
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(4)継続企業の前提に関する注記 
 

該当事項はありません。 
 

(5)株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
 

該当事項はありません。 
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