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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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 ％

21年3月期第2四半期 13,728 ― 373 ― 323 ― 168 ―
20年3月期第2四半期 13,858 5.4 363 9.6 450 30.9 225 11.4

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2四半期 36.62 ―
20年3月期第2四半期 49.13 ―

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2四半期 15,831 7,183 45.4 1,565.61
20年3月期 16,264 7,110 43.7 1,549.60

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  7,183百万円 20年3月期  7,110百万円

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  

(注)平成20年３月期期末配当金は、記念配当３円含む。  

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 ― 7.00 ― 10.00 17.00
21年3月期 ― 8.50 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.50 17.00

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 28,000 0.2 700 △8.0 600 △22.7 330 △15.9 71.92

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 
１．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。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項については、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．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。  

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） 21年3月期第2四半期  4,600,000株 20年3月期  4,600,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  11,568株 20年3月期  11,355株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  4,588,573株 20年3月期第2四半期  4,589,627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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,207,630 2,279,403

受取手形及び売掛金 9,994,474 10,558,482

商品 1,106,747 861,605

繰延税金資産 110,598 110,598

未収入金 432,531 414,253

その他 23,571 26,360

貸倒引当金 △2,998 △3,167

流動資産合計 13,872,555 14,247,536

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 183,098 186,739

土地 165,074 165,074

その他（純額） 22,537 24,688

有形固定資産合計 370,710 376,502

無形固定資産 72,717 88,140

投資その他の資産   

投資有価証券 1,269,099 1,332,077

繰延税金資産 158,857 132,671

その他 108,567 109,830

貸倒引当金 △20,525 △22,079

投資その他の資産合計 1,515,999 1,552,499

固定資産合計 1,959,427 2,017,141

資産合計 15,831,982 16,264,678

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,008,483 7,351,255

短期借入金 580,000 580,000

未払法人税等 150,534 186,101

賞与引当金 191,092 －

役員賞与引当金 13,500 27,000

その他 317,025 632,268

流動負債合計 8,260,636 8,776,625

固定負債   

退職給付引当金 146,153 143,506

役員退職慰労引当金 177,400 170,800

その他 64,106 63,204

固定負債合計 387,659 377,511

負債合計 8,648,295 9,154,136



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,005,000 1,005,000

資本剰余金 838,560 838,560

利益剰余金 5,364,099 5,241,957

自己株式 △7,055 △6,910

株主資本合計 7,200,603 7,078,606

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,277 39,129

為替換算調整勘定 △5,639 △7,193

評価・換算差額等合計 △16,916 31,935

純資産合計 7,183,687 7,110,542

負債純資産合計 15,831,982 16,264,678



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 13,728,726

売上原価 12,045,091

売上総利益 1,683,635

販売費及び一般管理費 1,309,762

営業利益 373,872

営業外収益  

受取利息 19,979

受取配当金 7,954

為替差益 3,697

投資事業組合運用益 10,329

その他 4,972

営業外収益合計 46,933

営業外費用  

支払利息 4,527

売上割引 7,549

有価証券評価損 85,217

その他 509

営業外費用合計 97,804

経常利益 323,001

特別損失  

固定資産除却損 29

特別損失合計 29

税金等調整前四半期純利益 322,971

法人税、住民税及び事業税 154,943

法人税等合計 154,943

四半期純利益 168,028



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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 322,971

減価償却費 30,477

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,646

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 191,092

未払賞与の増減額（△は減少） △191,151

受取利息及び受取配当金 △27,934

支払利息 4,527

為替差損益（△は益） 2,028

投資事業組合運用損益（△は益） △10,329

有価証券売却損益（△は益） 8

有価証券評価損益（△は益） 85,217

売上債権の増減額（△は増加） 609,992

たな卸資産の増減額（△は増加） △244,980

仕入債務の増減額（△は減少） △360,640

その他 △165,554

小計 241,473

利息及び配当金の受取額 26,970

利息の支払額 △3,937

法人税等の支払額 △183,329

営業活動によるキャッシュ・フロー 81,177

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 △7,781

無形固定資産の取得による支出 △2,063

有価証券の取得による支出 △325,854

有価証券の売却による収入 198,553

投資事業組合からの分配による収入 33,720

その他 △478

投資活動によるキャッシュ・フロー △103,903

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 △145

配当金の支払額 △45,886

財務活動によるキャッシュ・フロー △46,031

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,015

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △71,773

現金及び現金同等物の期首残高 2,279,403

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,207,630
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