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   (財)財務会計基準機構会員  

  

 

 

平成 20 年９月期  第１四半期財務・業績の概況 

平成 20 年１月 30 日 

上 場 会 社 名        東北化学薬品株式会社                上場取引所 JASDAQ 
コ ー ド 番 号         ７４４６                            ＵＲＬ  http://www.t-kagaku.co.jp   
代  表  者 （役職名）代表取締役社長     （氏名）東 康夫 
問合せ先責任者 （役職名）常務取締役管理グループ長（氏名）工藤 幸弘 ＴＥＬ (0172)33－8131 

（百万円未満切捨て）  

１．平成 20 年９月期第１四半期の連結業績（平成 19 年 10 月１日 ～ 平成 19 年 12 月 31 日） 
(1) 連結経営成績                            （％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(当期) 純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年９月期第 1四半期     4,911（△1.3）     94（△7.7） 100（△7.7）  55（ △9.6）
19 年９月期第 1四半期   4,978（ 6.8）    102（ 5.5）   109（ 7.2）      60（ 128.1）

19 年９月期  19,548 310     336 113 

 

 １株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

  

 円     銭 円     銭

20 年９月期第 1四半期       11      48    ―     ―

  

19 年９月期第 1四半期 12   70    ―     ―   

19 年９月期 23   69    ―     ―   

 

(2)  連結財政状態        

 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

20 年９月期第 1四半期 10,379 4,337 41.8 904      61
19 年９月期第 1四半期 10,582 4,378 41.4 913   18

19 年９月期 10,428 4,439 42.6 925   92

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況       

 営 業 活 動 に よ る

キャッシュ・フロー

投 資 活 動 に よ る

キャッシュ・フロー

財 務 活 動 に よ る 

キャッシュ・フロー 

現金及び現金同等物

期 末 残 高

 百万円 百万円 百万円 百万円

20 年９月期第 1四半期 363 △3 △81 1,250

19 年９月期第 1四半期 △103 △25 △81 1,083

19 年９月期 151 △387 △86 970

 

２．平成 20 年９月期の連結業績予想（平成 19 年 10 月１日 ～ 平成 20 年９月 30 日）   【参考】 
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 10,000（2.8) 190(△0.8) 200(△1.1) 85 (22.3) 17    73

通     期 19,600（0.3） 350（12.7） 380（13.0） 165（45.3） 34  41
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３．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) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 無 
(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 ： 無 

 

（参考）個別業績の概要 

１．平成 20 年９月期第 1四半期の個別業績（平成 19 年 10 月１日 ～ 平成 19 年 12 月 31 日） 

(1) 個別経営成績                            （％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(当期) 純利益

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％

20 年９月期第 1四半期 4,811(△2.3)         94（△4.5）       101（△5.1）       55（△6.8）
19 年９月期第 1四半期    4,923(  7.1)         99（ 3.2）       106（ 6.0）        59（130.6）

19 年９月期  19,257 309 339 118 

 

 １株当たり四半期 

（当期）純利益 

潜在株式調整後 

１株当たり四半期 

（当期）純利益 

  

 円   銭 円   銭

20 年９月期第 1四半期 11   59     ―   ―

  

19 年９月期第 1四半期 12   43 ―   ―   

19 年９月期 24      75 ―   ―   

 

(2) 個別財政状態        

 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

20 年９月期第 1四半期 10,213 4,289 40.8 894   69
19 年９月期第 1四半期 10,505 4,320 41.1 900   99

19 年９月期 10,273 4,391 42.8 915     93

 
２．平成 20 年９月期の個別業績予想（平成 19 年 10 月１日 ～ 平成 20 年９月 30 日）   【参考】 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 9,800(1.8) 180(△3.4) 190(△4.8) 80 (9.7) 16    68

通      期 19,200（△0.3） 340（9.9） 370（9.0） 160（34.8） 33  37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績につきましては、概ね予想どおりに推移しており、現時点において、業績予想に変更はあり

  ません。当資料に掲載している見通しの数値は、当社が現在入手可能な情報から判断したものであり、

経済情勢などの動向により変動する場合がありますのでご承知おき下さい。 

   業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、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。 
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【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 

当第１四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰や米国におけるサブプライム住宅ロ－ン問題の影響はあるも

のの、企業収益が高水準で推移し、設備投資も引き続き増加いたしました。また、雇用所得、個人消費は、底堅く推

移いたしました。一方、公共投資は低調に推移し、住宅投資は大幅に減少いたしました。 

このような局面の中で当社グループは、中期計画に基づき積極的に営業活動を展開しつつ、業務の効率化による経

費の圧縮に取り組み、業績の向上に努めました。 

その結果、当第１四半期の売上高は 49 億 11 百万円（前年同期比１．３％減）、営業利益は 94 百万円（前年同期比

７．７％減）、経常利益は１億円（前年同期比７．７％減）、四半期純利益は 55 百万円（前年同期比９．６％減）と

なりました。 

 

２． 連結財政状態に関する定性的情報 

(1)財政状態の変動状況 

    当第１四半期末における総資産は前連結会計年度末に比べ 48 百万円減少し、103 億 79 百万円となりました。 

   （資産） 

  流動資産は、前連結会計年度末に比べ 93 百万円増加し、70 億 97 百万円となりました。主な要因は、現金及

び預金の増加２億 78 百万円、受取手形及び売掛金の減少２億 76 百万円、商品の増加１億 25 百万円であります。 

     また、固定資産は、前連結会計年度末に比べ１億 42 百万円減少し、32 億 82 百万円となりました。主な要因

は、投資有価証券の減少１億 23 百万円であります。 

   （負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べ１億６百万円増加し、59 億 11 百万円となりました。主な要因は、支払

手形及び買掛金の増加１億 15 百万円であります。 

   （純資産） 

     純資産は、前連結会計年度末に比べ１億２百万円減少し、43 億 37 百万円となりました。主な要因は、利益剰

余金の減少 26 百万円、その他有価証券評価差額金の減少 75 百万円であります。 

 

 (2)キャッシュ・フローの状況 

    当第１四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ２億 79 百万円

増加し 12 億 50 百万円となりました。 

  （営業活動によるキャッシュフロー） 

     当第１四半期における営業活動における資金の収入は、３億 63 百万円となりました。これは、主に、売上債権

の減少によるものであります。 

  （投資活動によるキャッシュフロー） 

     当第１四半期における投資活動における資金の支出は、３百万円となりました。これは、主に、投資有価証券の

取得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） 

     当第１四半期における財務活動における資金の支出は、81 百万円となりました。これは、主に、配当金の支払

いによるものであります。 

 

３． 連結業績予想に関する定性的情報 

今後のわが国経済につきましては、景気は持ち直しきてはいるものの、当社を取り巻く事業環境は依然として厳

しいものと予想されます。第１四半期までの業績動向を踏まえ、平成 19 年 11 月 22 日に公表した平成 20 年９月期

の通期予想につきましては、計画どおり推移しております。また、中間期予想につきましては、若干修正しており

ます。 

 

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） 

    該当事項はありません。 

 

  (2)会計処理の方法における簡便な方法の採用 

    該当事項はありません。  

 

  (3)最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

    該当事項はありません。 
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５．（要約）四半期連結財務諸表 

(1) （要約）四半期連結貸借対照表 
（単位：千円、％） 

前年同四半期末 

平成 19 年９月期 

第１四半期末 

当四半期末 

平成 20 年９月期 

第１四半期末 

増  減 
（参考）前期末 

（平成 19 年９月期末）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

現金及び預金 1,088,210 1,255,962  977,156

受取手形及び売掛金 5,817,269 5,268,068  5,544,624

たな卸資産 526,088 526,678  401,337

繰延税金資産 26,590 6,698  23,739

その他 33,576 40,943  57,818

貸倒引当金 △13,616    △1,238  △1,291

流動資産合計 7,478,118 7,097,112 △381,005 △5.1 7,003,386

Ⅱ 固定資産  

有形固定資産  

 建物及び構築物 435,378 388,338  395,552

 土地 1,224,459 1,403,243  1,403,243

 その他 152,986 165,664  166,471

有形固定資産合計 1,812,824 1,957,246 144,421 8.0 1,965,267

無形固定資産 11,385 13,795 2,410 21.2 14,718

投資その他の資産  

 投資有価証券 843,438 862,882  986,138

 差入保証金 362,235 366,174  366,895

 繰延税金資産 267 330  258

 その他 94,709 105,222  119,718

 貸倒引当金 △20,763 △23,155  △28,207

投資その他の資産合計 1,279,888 1,311,455 31,567 2.5 1,444,804

固定資産合計 3,104,097 3,282,497 178,399 5.7 3,424,790

  資産合計 10,582,216 10,379,610 △202,606 △1.9 10,428,176

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



東北化学薬品㈱（7446） 平成 20 年９月期第１四半期財務・業績の概況 

5 

 

 
（単位：千円、％） 

前年同四半期末 

平成 19 年９月期 

第 1 四半期末 

当四半期末 

平成 20 年９月期 

第１四半期末 

増  減 
（参考）前期末 

（平成 19 年９月期末）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

    支払手形及び買掛金 5,776,869 5,691,554  5,576,129

未払法人税等 50,713 31,626  90,306

賞与引当金 － 1,850  35,190

繰延税金負債 25,749 37  

その他 176,577 186,775  103,658

流動負債合計 6,029,908 5,911,844 △118,064 △2.0 5,805,284

Ⅱ 固定負債  

退職給付引当金 21,444 6,751  10,162

役員退職慰労引当 141,199 62,138  65,053

繰延税金負債 2,976 54,652  101,260

その他 7,800 6,800  6,800

固定負債合計 173,420 130,341 △43,078 △24.8 183,275

負債合計 6,203,329 6,042,186 △161,142 △2.6 5,988,560

（少数株主持分）  

少数株主持分 － － － － －

（純資産の部）  

 株主資本  

資本金 820,400 820,400  820,400

  資本剰余金 881,100 881,100  881,100

  利益剰余金 2,498,266 2,520,451  2,546,931

  自己株式 △2,511 △2,775  △2,775

株主資本合計 4,197,255 4,219,175 21,920 0.5 4,245,655

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金 181,631 118,248  193,959

評価･差額金合計  181,631 118,248 △63,383 △34.9 193,959

純資産合計 4,378,886 4,337,423 △41,463 △0.9 4,439,615

負債、純資産合計 10,582,216 10,379,610 △202,606 △1.9 10,428,176
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(2) （要約）四半期連結損益計算書 

  （単位：千円、％） 

前年同四半期 

平成 19 年９月期 

第１四半期 

当四半期 

平成 20 年９月期 

第１四半期 

増  減 
（参考）前期 

（平成 19 年９月期）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅰ 売上高 4,978,077 4,911,509 △66,568 △1.3 19,548,723

Ⅱ 売上原価 4,416,479 4,341,450 △75,029 △1.7 17,388,764

売上総利益 561,597 570,058 8,461 1.5 2,159,959

Ⅲ 販売費及び一般管理費 458,704 475,110 16,406 3.6 1,849,408

営業利益 102,893 94,948 △7,945 △7.7 310,551

Ⅳ 営業外収益 7,033 6,435 △598 △8.5 29,535

受取利息及び受取配当金 3,669 3,591  16,051

受取手数料 1,517 1,574  6,505

その他 1,846 1,270  6,977

Ⅴ 営業外費用 501 421 △80 △16.0 3,744

支払利息 － 63  99

支払手数料 158 159  661

持分法による投資損益 － 144  1,922

その他 343 53  1,059

経常利益 109,424 100,962 △8,462 △7.7 336,342

Ⅵ 特別利益 6,791 5,180 △1,611 △23.7 102,926

貸倒引当金戻入益 6,657 5,180  11,859

投資有価証券売却益 － －  5,027

投資事業組合利益 － －  6,182

役員退職慰労引当金戻入益 － －  78,418

その他 134 －  1,438

Ⅶ 特別損失 － －  85,701

固定資産除却損 － －  14

減損損失 － －  84,399

会員権評価損 － －  1,286

税金等調整前四半期（当 

期）純利益 
116,216 106,142 △10,074 △8.7 353,567

法人税、住民税及び事業税 48,600 29,707 △18,893 △38.9 160,347

法人税等調整額 6,705 21,389 14,683 219.0 73,645

四半期（当期）純利益 60,910 55,045 △5,864 △9.6 113,574
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（3）（要約）四半期連結株主資本変動計算書 

前年同四半期（平成 19 年９月期 第 1四半期）                         （単位：千円） 

株主資本  

 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成 18 年９月 30 日残高 820,400 881,100 2,518,874 △2,511 4,217,863

四半期中の変動額  

剰余金の配当 △81,518  △81,518

四半期純利益 60,910  60,910

株主資本以外の項目の四

半期中の変動額（純額） 

 

 

四半期中の変動額合計 △20,607  △20,607

平成 18 年 12 月 31 日残高 820,400 881,100 2,498,266 △2,511 4,197,255

 

評価・換算差額等  

 
その他有価証券評価差額金 評価･換金差額等合計 

 

純資産合計 

平成 18 年９月 30 日残高 183,793 183,793 4,401,656

四半期中の変動額  

剰余金の配当  △81,518

四半期純利益  60,910

株主資本以外の項目の四

半期中の変動額（純額） 
△2,161 △2,161 △2,161

四半期中の変動額合計 △2,161 △2,161 △22,769

平成 18 年 12 月 31 日残高 181,631 181,631 4,378,886

 

当四半期（平成 20 年９月期 第 1四半期）                           （単位：千円） 

株主資本  

 

 資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計 

平成 19 年９月 30 日残高 820,400 881,100 2,546,931 △2,775 4,245,655

四半期中の変動額  

剰余金の配当 △81,511  △81,511

四半期純利益 55,045  55,045

株主資本以外の項目の四

半期中の変動額（純額） 
△13  △13

四半期中の変動額合計 △26,480  △26,480

平成 19 年 12 月 31 日残高 820,400 881,100 2,520,451 △2,775 4,219,175

 

評価・換算差額等  

 
その他有価証券評価差額金 評価･換金差額等合計 

 

純資産合計 

平成 19 年９月 30 日残高 193,959 193,959 4,439,615

四半期中の変動額  

剰余金の配当  △81,511

四半期純利益  55,045

株主資本以外の項目の四

半期中の変動額（純額） 
△75,711 △75,711 △75,725

四半期中の変動額合計 △75,711 △75,711 △102,191

平成 19 年 12 月 31 日残高 118,248 118,248 4,337,423
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(4) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

 

前年同四半期 

平成 19 年９月期 

第１四半期 

当四半期 

平成 19 年９月期 

第１四半期 

（参考）前期 

（平成 19 年９月期）

区  分 金  額 金  額 金  額 

Ⅰ営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 116,216 106,142 353,567

減価償却費 10,255 9,590 40,677

減損損失 － － 84,399

投資有価有価証券売却益 － － △5,027

投資事業組合利益 － － △6,182

のれん償却額 － － 653

貸倒引当金の増加額又は減少額 △6,725 △5,098 △10,442

 賞与引当金の増加額 － － 500

 役員退職慰労引当金増加額又は減少(△)額 2,400 △2,914 △73,746

 退職給付引当金減少(△)額 △5,379 △3,410 △16,662

  受取利息及び受取配当金 △3,669 △3,591 △16,052
支払利息 － 63 99

持分法による投資損失 － 144 1.922

売上債権の増加額 △684,667 276,556 △381,530

 たな卸資産の減少額 △60,183 △125,340 66,392

 仕入債務の増加額 537,160 115,425 245,792

 その他 63,820 80,807 8,520

小  計 △30,773 448,374 292,882

利息及び配当金の受取額 3,669 3,591 16,071

利息の支払額 － △63 △99

法人税等の支払額 △76,454 △88,387 △157,312
営業活動によるキャッシュ・フロー △103,558 363,514 151,542

Ⅱ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 △871 △960 △264,399

投資有価証券の取得による支出 △11,950 △3,776 △643,934

投資有価証券の売却による収入 － － 499,720

定期預金の預入による支出 － － △1,200

関係会社株式取得による支出 － － △4,000

新規連結子会社の取得による収入 － － 40,104

貸付金による支出 △8,000 － △18,000

貸付金の回収による収入 111 234 10,584

その他 △4,540 1,305 △6,696
投資活動によるキャッシュ・フロー △25,251 △3,197 △387,822

Ⅲ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 － 310,000 680,000

短期借入れの返済による支出 － △310,000 △680,000

自己株式取得による支出 － － △264

 配当金の支払額 △81,518 △81,511 △86,036

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,518 △81,511 △86,300

Ⅳ現金及び現金同等物の増加額又は減少（△）額 △210,327 278,805 △322,581

Ⅴ現金及び現金同等物の期首残高 1,293,437 971,856 1,293,437

Ⅵ現金及び現金同等物の期末残高 1,083,110 1,250,662 970,856
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(5)．仕入及び販売の状況 

 ①仕入実績 
（単位：千円、％） 

前年同四半期 

平成 19 年９月期 

第１四半期 

当四半期 

平成 20 年９月期 

第１四半期 

増減 

       期  別 

 

 

 

 部 門 別 
金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

化 学 工 業 薬 品 関 連 2,906,345 64.9  2,826,550 63.3 △79,795 △2.7

臨 床 検 査 試 薬 関 連 1,204,123 26.9 1,215,144 27.2 11,021 0.9

そ      の      他 366,195 8.2 425,096 9.5 58,901 16.1

合計 4,476,663 100.0 4,466,790 100.0 △9,873 △0.2

(注)上記金額には、消費税は含まれておりません。 

 

 ②販売実績 
（単位：千円、％） 

前年同四半期 

平成 19 年９月期 

第１四半期 

当四半期 

平成 20 年９月期 

第１四半期 

増減 

        期  別 

 

 

 

 部 門 別 
金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率

化 学 工 業 薬 品 関 連 3,199,337 64.3 3,088,323 62.9 △111,014 △3.5

臨 床 検 査 試 薬 関 連 1,351,676 27.1 1,337,670 27.2 △14,006 △0.1

そ      の      他 427,064 8.6 485,516 9.9 58,452 13.7

合計 4,978,077 100.0 4,911,509 100.0 △66,568 △1.3

(注)上記金額には、消費税は含まれておりません。 
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６．（要約）四半期財務諸表 

(1) （要約）四半期貸借対照表 
（単位：千円、％） 

前年同四半期末 

平成 19 年９月期 

第１四半期末 

当四半期末 

平成 20 年９月期 

第１四半期末 

増  減 
（参考）前期末 

（平成 19 年９月期末）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（資産の部）      

Ⅰ 流動資産      

現金及び預金 1,063,768 1,136,178  858,569

受取手形 729,217 742,422  666,545

売掛金 5,053,456 4,459,342  4,820,688

たな卸資産 517,777 512,082  391,481

繰延税金資産 22,837 4,655  21,321

その他 65,231 61,555  77,552

貸倒引当金 △13,242 △611  △657

流動資産合計 7,439,046 6,915,625 △523,420 △7.0 6,835,501

Ⅱ 固定資産  

有形固定資産  

 建物 367,224 327,418  333,356

 土地 1,150,976 1,329,760  1,329,760

 その他 180,186 188,461  189,044

有形固定資産合計 1,698,386 1,845,640 147,253 8.7 1,852,161

無形固定資産 10,713 7,032 △3,680 △34.4 7,613

投資その他の資産  

 投資有価証券 843,438 861,917  985,488

 差入保証金 358,524 364,266  363,231

 その他 174,374 241,995  256,685

 貸倒引当金 △19,439 △23,155  △28,207

投資その他の資産合計 1,356,898 1,445,024 88,125 6.5 1,577,729

固定資産合計 3,065,998 3,297,697 231,698 7.6 3,437,504

  資産合計 10,505,045 10,213,322 △291,722 △2.8 10,273,005
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（単位：千円、％） 

前年同四半期末 

平成 19 年９月期 

第１四半期末 

当四半期末 

平成 20 年９月期 

第１四半期末 

増  減 
（参考）前期末 

（平成 19 年９月期末）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債      

    支払手形 569,491 659,205  575,452

  買掛金 5,193,453 4,928,993  4,913,178

未払法人税等 50,553 31,479  89,904

賞与引当金 － －  30,000

その他 197,681 174,226  89,985

流動負債合計 6,011,180 5,793,904 △217,275 △3.6 5,698,421

Ⅱ 固定負債  

退職給付引当金 21,444 6,751  10,162

役員退職慰労引当金 141,199 61,438  64,653

繰延税金負債 2,976 54,552  101,247

その他 7,800 6,800  6,800

固定負債合計 173,420 129,542 △43,878 △25.3 182,862

負債合計 6,184,601 5,923,447 △261,154 △4.2 5,881,284

（少数株主持分）  

少数株主持分 － － － － －

（純資産の部）  

 株主資本  

資本金 820,400 820,400 － － 820,400

  資本剰余金 881,100 881,100 － － 881,100

  利益剰余金 2,439,823 2,472,963 33,140 1.4 2,498,909

  自己株式 △2,511 △2,775 △264 10.5 △2,775

株主資本合計 4,138,811 4,171,687 32,876 0.8 4,197,633

評価・換算差額等  

 その他有価証券評価差額金 181,631 118,187  194,087

評価･差額金合計  181,631 118,187 △63,443 △34.9 194,087

純資産合計 4,320,443 4,289,875 △30,567 △0.7 4,391,721

負債、純資産合計 10,505,045 10,213,322 △291,722 △2.8 10,273,005
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(2) （要約）四半期損益計算書 

         （単位：千円、％） 

前年同四半期 

平成 19 年９月期 

第１四半期 

当四半期 

平成 20 年９月期 

第１四半期 

増  減 
（参考）前期 

（平成 19 年９月期）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅰ 売上高 4,923,325 4,811,688 △111,637 △2.3 19,257,195

Ⅱ 売上原価 4,397,332 4,296,833 △100,499 △2.3 17,280,172

売上総利益 525,992 514,855 △11,137 △2.1 1,977,023

Ⅲ 販売費及び一般管理費 426,563 419,878 △6,684 △1.6 1,667,608

営業利益 99,429 94,976 △4,452 △4.5 309,414

Ⅳ 営業外収益 7,781 6,736 △1,045 △13.4 30,677

受取利息及び受取配当金 3,890 3,739  16,868

受取手数料 1,517 1,574  6,505

その他 2,373 1,422  7,303

Ⅴ 営業外費用 356 272 △84 △23.6 773

支払利息 － 63  81

支払手数料 158 159  661

その他 198 49  29

経常利益 106,853 101,440 △5,413 △5.1 339,319

Ⅵ 特別利益 6,859 5,098 △1,761 △25.7 101,536

貸倒引当金戻入益 6,725 5,098  10,469

投資有価証券売却益 － －  5,027

投資事業組合利益 － －  6,182

役員退職慰労引当金戻入益 － －  78,418

その他 134 －  1,438

Ⅶ 特別損失 － － － － 85,686

固定資産除却損 － －  

投資有価証券評価損 － －  

減損損失 － －  84,399

会員権評価損 － －  1,286

その他 － －  

税金等調整前四半期（当期） 

純利益 
113,713 106,538 △7,175 △6.3 355,169

法人税、住民税及び事業税 48,441 29,553 △18,887 △39.0 166,215

法人税等調整額 5,677 21,419 15,741 277.2 71,272

四半期（当期）純利益 59,594 55,565 △4,029 △6.8 118,680
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（3）（要約）四半期株主資本等変動計算書 

  前年同四半期（平成 19 年９月期 第 1四半期）                      （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 利益準備金

任意積立金
繰越利益

剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式
株主資本

合計 

平成 18 年９月 30 日残高 820,400 881,100 105,000 2,150,000 206,746 2,461,746 △2,511 4,160,735

四半期中の変動額   

別途積立金の積立  40,000 △40,000  

剰余金の配当  △81,518 △81,518 △81,518

四半期純利益  59,594 59,594 59,594

株主資本以外の項目の四

半期中の変動額（純額） 
  

四半期中の変動額合計  40,000 △61,923 △21,923 △21,923

平成 18 年 12 月 31 日残高 820,400 881,100 105,000 2,190,000 144,823 2,439,823 △2,511 4,138,811

 

評価・換算差額等  

その他有価証

券評価差額金 

評価･換算

差額等 

純資産合計

平成 18 年９月 30 日残高 183,793 183,793 4,344,528

四半期中の変動額  

別途積立金の積立  

剰余金の配当  △81,518

四半期純利益  59,594

株主資本以外の項目の四

半期中の変動額（純額） 
△2,161 △2,161 △2,161

四半期中の変動額合計 △2,161 △2,161 △24,084

平成 18 年 12 月 31 日残高 181,631 181,631 4,320,443
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当四半期（平成 20 年９月期 第 1四半期）                               （単位：千円） 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

資本金 
資本準備金 利益準備金

任意積立金
繰越利益

剰余金 

利益剰余金 

合計 

自己株式
株主資本

合計 

平成 19 年９月 30 日残高 820,400 881,100 105,000 2,190,000 203,909 2,498,909 △2,775 4,197,633

四半期中の変動額   

別途積立金の積立  40,000 △40,000  

剰余金の配当  △81,511 △81,511 △81,511

四半期純利益  55,565 55,565 55,565

株主資本以外の項目の四

半期中の変動額（純額） 
  

四半期中の変動額合計  40,000 △65,946 △25,946 △25,946

平成 19 年 12 月 31 日残高 820,400 881,100 105,000 2,230,000 137,963 2,472,963 △2,775 4,171,687

 

評価・換算差額等  

その他有価証

券評価差額金 

評価･換算

差額等 

純資産合計

平成 19 年９月 30 日残高 194,087 194,087 4,391,721

四半期中の変動額    

別途積立金の積立    

剰余金の配当   △81,511

四半期純利益   55,565

株主資本以外の項目の四

半期中の変動額（純額） 
△75,899 △75,899 △75,899

四半期中の変動額合計 △75,899 △75,899 △101,845

平成 19 年 12 月 31 日残高 118,187 118,187 4,289,875

 


