
 

 

 

   

 

 
  

(百万円未満切捨て) 

   

 
  

 
※ 上場株式は優先株式であるため、優先株式についてのみ記載しております。 

  
  

   

 

 
  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

※ 上場株式は優先株式であるため、優先株式についてのみ記載しております。 

  

(％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 
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四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

1. 平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日）

 (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 ％

 21年3月期第3四半期 2,039 (  ― ) 428 (  ― ) 432 (  ― ) 297 (   ― )

 20年3月期第3四半期 2,109 ( 1.3) 483 ( 5.2) 483 ( 6.1) 246 (△12.7)

※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 149 75 ― ―

 20年3月期第3四半期 123 35 ― ―

 (2) 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

 21年3月期第3四半期 9,294 4,915 52.9 2,460 69

 20年3月期 9,575 4,660 48.7 2,333 01

(参考) 自己資本 21年3月期第3四半期 4,915百万円 20年3月期 4,660百万円

2. 配当の状況

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 ― ― ― 13 00 13 00

 21年3月期 ― ― ― ― ―

 21年3月期(予想) ― ― ― 13 00 13 00

3. 平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日）

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 2,720 △2.2 560 △13.3 560 △13.9 380 10.8 191 19
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  [(注) 詳細は、3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) 発行済株式数 
 （優先株式） 

 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 1,540,000株   20年3月期          1,540,000株 

 ② 期末自己株式数            21年3月期第3四半期   2,216株  20年3月期            2,117株 

 ③ 期中平均株式数（四半期累計期間）   21年3月期第3四半期 1,537,806株   20年3月期第3四半期 1,537,894株 

  （普通株式） 

  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   460,000株  20年3月期        460,000株 

    ② 期末自己株式数            21年3月期第3四半期    ― 株  20年3月期             ―  株 

    ③ 期中平均株式数（四半期累計期間）   21年3月期第3四半期   460,000株   20年3月期第3四半期   460,000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。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等については、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。  
・１株当たり予想当期純利益（通期）191円19銭は上場している優先株式（154万株）に対するものであり、
㈱辰巳商会所有の普通株式（非上場 46万株）の１株当たり予想当期純利益（通期）は186円92銭。  
・当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規
則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
  
  

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、3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）

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 

 ② ①以外の変更        ： 無
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当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題に端を発した世界的な金
融危機や株価の下落・円高の影響が実体経済へ波及し、企業収益の悪化や設備投資の減少、雇用情勢の悪
化、個人消費の低迷など、景気の減速感が一層強まってまいりました。 
このような状況におきまして、当第３四半期累計期間の経営成績は、物流事業で冷凍食品原材料等の取

扱量が減少したことなどにより、売上高は20億3千9百万円となりました。 
利益面では、販売費及び一般管理費の増加により、営業利益は4億2千8百万円、経常利益は4億3千2百万

円となりましたが、特別利益で固定資産売却益を計上したことなどにより、四半期純利益は2億9千7百万
円となりました。 

  

  

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末と比べ2億8千万円減少し、92億9千4百万円と
なりました。これは主に現金及び預金の減少によるものです。 
負債は、前事業年度末と比べ5億3千5百万円減少し、43億7千8百万円となりました。これは主に借入金

および受入敷金保証金の減少によるものです。 
純資産は、前事業年度末と比べ2億5千4百万円増加し、49億1千5百万円となりました。これは主に利益

剰余金の増加によるものです。 
  

  

平成21年3月期の通期の業績予想につきましては、平成20年8月13日に公表いたしました業績予想からの
変更はありません。 
  

  

税金費用の計算 
当事業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する方法を採用しております。 
  

当事業年度より「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、「四半期財務
諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報

3. 業績予想に関する定性的情報

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

(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
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 721,252 1,003,488

受取手形及び売掛金 71,974 85,477

その他 96,179 59,777

貸倒引当金 △2,900 △3,100

流動資産合計 886,505 1,145,643

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 4,318,232 4,512,087

土地 2,065,201 1,919,119

その他（純額） 310,875 284,381

有形固定資産合計 6,694,309 6,715,589

無形固定資産 19,427 23,088

投資その他の資産   

投資有価証券 1,386,037 1,374,410

その他 309,546 320,122

貸倒引当金 △1,000 △3,600

投資その他の資産合計 1,694,584 1,690,932

固定資産合計 8,408,321 8,429,610

資産合計 9,294,826 9,575,254

負債の部   

流動負債   

買掛金 57,896 68,652

短期借入金 89,000 164,000

未払法人税等 100,535 136,404

賞与引当金 6,000 25,800

その他 373,304 396,617

流動負債合計 626,736 791,473

固定負債   

長期借入金 244,000 292,000

退職給付引当金 271,439 325,320

役員退職慰労引当金 50,500 25,150

修繕引当金 450,206 526,945

受入敷金保証金 2,684,322 2,898,112

その他 51,689 55,279

固定負債合計 3,752,158 4,122,807

負債合計 4,378,894 4,914,281
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 58,178 58,178

利益剰余金 4,738,516 4,465,413

自己株式 △3,352 △3,300

株主資本合計 4,893,342 4,620,290

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 22,589 40,681

評価・換算差額等合計 22,589 40,681

純資産合計 4,915,931 4,660,972

負債純資産合計 9,294,826 9,575,254
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第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) 

売上高 2,039,271

売上原価 1,376,287

売上総利益 662,984

販売費及び一般管理費  

役員報酬 73,933

給料及び手当 50,029

退職給付費用 7,822

役員退職慰労引当金繰入額 42,850

賞与引当金繰入額 1,380

その他 58,201

販売費及び一般管理費合計 234,216

営業利益 428,767

営業外収益  

受取利息 1,708

受取配当金 3,891

有価証券利息 10,359

その他 2,237

営業外収益合計 18,196

営業外費用  

支払利息 10,067

支払手数料 4,207

その他 76

営業外費用合計 14,350

経常利益 432,613

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,748

関係会社株式売却益 1,260

固定資産売却益 103,569

特別利益合計 107,577

特別損失  

固定資産除却損 18,757

特別損失合計 18,757

税引前四半期純利益 521,434

法人税等 224,200

四半期純利益 297,234
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

(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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 前年同四半期にかかる財務諸表 

  (１)(要約)四半期損益計算書 

 
  

「参考」

(単位：千円)

科  目

前第３四半期
累計期間

(自平成19年 4月 1日

 至平成19年12月31日)

金  額

Ⅰ売上高 2,109,179

Ⅱ売上原価 1,453,985

売上総利益 655,194

Ⅲ販売費及び
171,344

一般管理費

営業利益 483,850

Ⅳ営業外収益 17,597

受取利息 11,619

受取配当金 3,695

その他の収益 2,283

Ⅴ営業外費用 18,387

支払利息 13,848

その他の費用 4,538

経常利益 483,060

Ⅵ特別利益 7,399

貸倒引当金戻入益 5,900

投資有価証券売却益 1,499

Ⅶ特別損失 63,112

固定資産除却損 11,320

富島上屋撤収費用 51,792

税引前四半期純利益 427,347

法人税・住民税及び
181,000

事業税

四半期純利益 246,347
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