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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20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 ％

21年3月期第3四半期 64,876 ― 4,766 ― 4,835 ― 2,424 ―
20年3月期第3四半期 66,692 0.9 4,648 △4.3 4,868 △2.1 2,765 △10.6

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

21年3月期第3四半期 133.56 ―
20年3月期第3四半期 149.14 ―

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月期第3四半期 47,479 33,093 68.9 1,803.55
20年3月期 41,554 31,859 76.1 1,740.56

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  32,735百万円 20年3月期  31,593百万円

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

20年3月期 ― 22.50 ― 22.50 45.00
21年3月期 ― 22.50 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 22.50 45.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21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  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

通期 83,500 0.4 5,300 3.0 5,380 3.8 2,800 △1.7 154.26

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.その他をご覧下さい。] 

(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.その他をご覧下さい。] 

(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 
・上記の予想数値は、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、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。 
なお、上記の通期連結・個別業績予想は、平成20年５月８日に発表したものから修正いたしました。詳細は、添付資料の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参照下さい。 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14
号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第3四半期  18,687,818株 20年3月期  18,687,818株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  537,485株 20年3月期  536,485株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  18,150,723株 20年3月期第3四半期  18,545,380株











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20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,103,805 10,875,188

受取手形及び売掛金 18,042,637 11,397,056

商品 6,882,330 5,541,391

未着商品 756,231 561,623

短期貸付金 77,294 175,573

繰延税金資産 823,907 560,841

その他 1,359,183 858,440

貸倒引当金 △17,275 △10,844

流動資産合計 36,028,115 29,959,270

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 6,220,923 6,204,030

減価償却累計額 △2,314,936 △2,150,324

建物及び構築物（純額） 3,905,987 4,053,706

土地 5,391,621 5,391,621

その他 587,268 535,913

減価償却累計額 △422,483 △373,908

その他（純額） 164,785 162,005

有形固定資産合計 9,462,394 9,607,333

無形固定資産   

のれん 51,830 65,965

その他 66,521 29,359

無形固定資産合計 118,351 95,325

投資その他の資産   

投資有価証券 851,322 800,004

長期貸付金 6,247 1,690

再評価に係る繰延税金資産 189,777 189,777

繰延税金資産 196,302 280,013

その他 763,273 974,520

貸倒引当金 △135,984 △353,506

投資その他の資産合計 1,870,938 1,892,500

固定資産合計 11,451,684 11,595,159

資産合計 47,479,800 41,554,430



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 4,319,514 3,055,826

短期借入金 3,000,000 －

1年内返済予定の長期借入金 2,776 13,964

1年内償還予定の社債 2,250,000 62,500

未払法人税等 927,246 1,476,762

役員賞与引当金 52,700 61,560

賞与引当金 2,532 15,956

その他 3,466,134 2,461,191

流動負債合計 14,020,903 7,147,760

固定負債   

社債 － 2,250,000

長期借入金 － 1,335

退職給付引当金 133,468 128,528

繰延税金負債 46,697 46,840

その他 185,488 120,937

固定負債合計 365,654 2,547,641

負債合計 14,386,557 9,695,401

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,993,003 4,993,003

資本剰余金 5,994,487 5,994,487

利益剰余金 24,079,255 22,472,533

自己株式 △1,014,546 △1,013,621

株主資本合計 34,052,200 32,446,403

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 13,404 △17,350

繰延ヘッジ損益 △988,886 △529,068

土地再評価差額金 △277,309 △277,309

為替換算調整勘定 △64,318 △29,281

評価・換算差額等合計 △1,317,110 △853,010

新株予約権 25,566 －

少数株主持分 332,585 265,635

純資産合計 33,093,242 31,859,028

負債純資産合計 47,479,800 41,554,430



（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）

当第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) 

売上高 64,876,489

売上原価 49,012,913

売上総利益 15,863,576

販売費及び一般管理費 11,096,896

営業利益 4,766,679

営業外収益  

受取利息 9,300

受取配当金 9,606

債務勘定整理益 30,597

デリバティブ評価益 18,947

その他 67,569

営業外収益合計 136,022

営業外費用  

支払利息 24,542

支払手数料 8,412

為替差損 21,158

その他 13,364

営業外費用合計 67,478

経常利益 4,835,223

特別損失  

投資有価証券評価損 17,833

関係会社株式評価損 47,721

デリバティブ解約損 442,497

特別損失合計 508,052

税金等調整前四半期純利益 4,327,170

法人税、住民税及び事業税 1,757,598

法人税等調整額 114,132

法人税等合計 1,871,731

少数株主利益 31,221

四半期純利益 2,424,217



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第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) 

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 4,327,170

減価償却費 239,316

のれん償却額 14,135

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8,860

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,423

貸倒引当金の増減額（△は減少） △211,090

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,939

受取利息及び受取配当金 △18,907

支払利息 24,542

デリバティブ評価損益（△は益） △18,947

投資有価証券評価損益（△は益） 17,833

関係会社株式評価損 47,721

売上債権の増減額（△は増加） △6,698,419

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,347,203

仕入債務の増減額（△は減少） 1,104,195

未払消費税等の増減額（△は減少） 75,524

その他の流動資産の増減額（△は増加） △410,560

その他の流動負債の増減額（△は減少） 301,743

その他 48,946

小計 △2,521,342

利息及び配当金の受取額 17,643

利息の支払額 △24,542

法人税等の支払額 △2,290,139

営業活動によるキャッシュ・フロー △4,818,381



（単位：千円）

当第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) 

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 △800,000

定期預金の払戻による収入 300,000

有形固定資産の取得による支出 △81,173

有形固定資産の売却による収入 18,782

投資有価証券の取得による支出 △9,471

関係会社株式の取得による支出 △60,000

貸付けによる支出 △28,150

貸付金の回収による収入 93,386

その他の支出 △18,264

その他の収入 4,440

投資活動によるキャッシュ・フロー △580,450

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 3,000,000

長期借入金の返済による支出 △12,523

社債の償還による支出 △62,500

自己株式の取得による支出 △2,624

リース債務の返済による支出 △6,540

配当金の支払額 △813,205

その他 989

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,103,595

現金及び現金同等物に係る換算差額 23,852

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,271,383

現金及び現金同等物の期首残高 10,875,188

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,603,805
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