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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

　

回次
第59期
第３四半期
連結累計期間

第60期
第３四半期
連結累計期間

第59期
第３四半期
連結会計期間

第60期
第３四半期
連結会計期間

第59期

会計期間

自  平成20年
４月１日

至  平成20年
12月31日

自  平成21年
４月１日

至  平成21年
12月31日

自  平成20年
10月１日

至  平成20年
12月31日

自  平成21年
10月１日

至  平成21年
12月31日

自  平成20年
４月１日

至  平成21年
３月31日

売上高 （百万円） 36,301 34,352 13,185 12,488 49,056

経常利益 （百万円） 642 563 191 353 1,269

四半期（当期）純利益
又は四半期純損失
（△）

（百万円） 98 175 △7 135 395

純資産額 （百万円） － － 18,509 18,636 18,651

総資産額 （百万円） － － 46,192 44,708 45,475

１株当たり純資産額 （円） － － 319.46 322.95 324.18

１株当たり四半期
（当期）純利益又は
四半期純損失（△）

（円） 1.74 3.15 △0.12 2.43 7.00

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

（円） － － － － －

自己資本比率 （％） － － 38.9 40.3 39.7

営業活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） 854 1,889 － － 2,307

投資活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △1,053 △966 － － △1,330

財務活動による
キャッシュ・フロー

（百万円） △461 △1,170 － － △1,028

現金及び現金同等物の
四半期末（期末）残高

（百万円） － － 2,858 3,210 3,459

従業員数 （人） － － 1,940 1,935 1,910

(注) １  売上高には、消費税等は含まれておりません。

２  第59期第３四半期連結累計期間、第60期第３四半期連結累計期間、第60期第３四半期連結会計期間及び第59期

の潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

３  第59期第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純

損失が計上されており、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期連結会計期間において、当社グループ(当社及び当社の関係会社)において営む事業の内容

について重要な変更はありません。

また、主要な関係会社の異動については、「３  関係会社の状況」に記載しております。

　

３ 【関係会社の状況】

当第３四半期連結会計期間における、関係会社の異動は以下のとおりであります。

新たに関係会社となった会社

　

名称 住所

資本金

又は出資金

(百万円)

主要な事業の内容

議決権の所有

又は被所有割合

(％)

関係内容

（連結子会社） 　 　 　 　 　

　ウーマンスタッフ㈱
東京都

中央区
50 人材派遣業 所有　100.0

当社が人材の派遣を受け

入れている。

　

　

４ 【従業員の状況】

(1)  連結会社の状況

平成21年12月31日現在

従業員数(人)
1,935
 （680)

(注) １  従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(  )内に当第３四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載し

ております。

　

(2)  提出会社の状況

平成21年12月31日現在

従業員数(人)
631
(242)

(注) １  従業員数は就業人員であり、臨時従業員数は(  )内に当第３四半期会計期間の平均人員を外数で記載してお

ります。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1)  生産実績

当第３四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(百万円) 前年同四半期比(％)

紙製品関連事業 6,352 96.5

事務機器関連事業 1,050 71.9

合計 7,402 92.1

(注) １  金額は、販売価格によっております。

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2)  受注実績

当第３四半期連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

なお、受注生産は紙製品関連事業のうち図書製本、手帳及びビジネスフォーム部門のみで、他の紙製品

関連事業(日用紙製品)及び事務機器関連事業は見込み生産で、受注生産は僅少ですので記載を省略して

おります。

　

事業の種類別セグメントの名称 受注高(百万円)前年同四半期比(％)受注残高(百万円)前年同四半期比(％)

紙製品関連事業 4,242 100.9 1,896 93.8

(注) １  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(3)  販売実績

当第３四半期連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。

　

事業の種類別セグメントの名称 販売高(百万円) 前年同四半期比(％)

紙製品関連事業 9,647 95.1

事務機器関連事業 2,823 93.5

その他事業 17 105.2

合計 12,488 94.7

(注) １  前第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結会計期間における相手先別の販売実績は、総販売実績に対

する割合が100分の10未満の相手先のみであり、記載を省略しております。

２  上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業等のリスク】

当第３四半期連結会計期間において、財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の異常な変動等

又は、前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」について重要な変更はありません。

　

３ 【経営上の重要な契約等】

当第３四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、本四半期報告書提出日現在において当社グループ(当社及び連結子会社)が

判断したものであります。

(1)  経営成績の分析

当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、政府の経済対策等により一部に回復の兆しがみら

れるものの、円高、デフレの影響もあり企業収益の減少や雇用情勢の悪化など、依然不透明な状況が続い

ております。

このような状況のもと、当第３四半期連結会計期間の売上高は、前年同四半期比5.3％減の124億88百万

円となりました。

一方利益面では、付加価値の高い受注や商品の販売に注力するとともに販売費及び一般管理費の削減

に努めました結果、当第３四半期連結会計期間における期間損益は前年同期間比増益となりました。当第

３四半期連結会計期間の営業利益は３億48百万円（前年同四半期比86.2％増）、経常利益は３億53百万

円（前年同四半期比84.4％増）となりました。なお、第２四半期連結会計期間以降、期間損益は改善傾向

にあり、増益基調で推移しております。

また、特別損失として投資有価証券評価損37百万円など合計39百万円を計上いたしました結果、当第３

四半期連結会計期間の税金等調整前四半期純利益は３億14百万円（前年同四半期比159.3％増）となり、

法人税等税負担調整後の四半期純利益は１億35百万円（前年同四半期比１億42百万円増）となりまし

た。

新たな展開といたしましては、平成21年12月にウーマンスタッフ株式会社の全発行済株式を取得し、同

社を連結子会社といたしました。同社は1976年設立の人材派遣会社で、公的機関や大手企業中心に質の高

い人材を提供しております。当社グループの主要事業の１つである図書館製本などの図書館事業部門に

おきましては、利用者のニーズの変化に合わせ、より充実したサービスが求められております。同社が当

社グループの傘下に入ることで、図書館業務に関しての専門的かつ高いスキルの人材の安定供給を図る

ことができ、同事業部門の業容の拡大が図れるものと考えております。

なお、セグメントの状況は以下のとおりです。

［紙製品関連事業］

図書製本におきましては、製本需要が低迷するなか資料保存やデジタル化などのサービスの拡充に

努めましたが、市場環境の変化により厳しい状況が続いております。また手帳は企業の経費削減や競争

激化の影響を受けましたが、利益重視の選別受注の徹底を図りました。

この結果、図書製本及び手帳の売上高は前年同四半期比14.5％減の22億33百万円、受注高は11億34百

万円（前年同四半期比2.5％減）となりました。

アルバム等日用紙製品につきましては、９月から新発売した実用ノート「スイング・ロジカルノー

ト」が好調に推移いたしました。また平成21年12月中旬より「郵便局の手作りフォトブック」サービ

スを近畿２府４県で開始するなどフォトブックの拡販に努めております。ビジネスフォームの分野に

おきましては、引き続き新規顧客の開拓の推進と各種情報処理サービスの拡充に努めました。しかしな

がら、製品販売の部門におきましては個人消費の低迷とデフレの影響により、受注部門におきましては

利益重視の選別受注の徹底により、アルバム等日用紙製品及びビジネスフォームの売上高は74億14百

万円（前年同四半期比1.6％減）となりました。
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この結果、当事業の売上高は96億47百万円（前年同四半期比4.9％減）となり、受注高は42億42百万

円（前年同四半期比0.9％増）となりました。

利益面におきましては、付加価値の高い受注や製品の販売に注力するとともに経費の削減に努めま

した結果、営業利益は５億71百万円（前年同四半期比25.2％増）と増益となりました。

［事務機器関連事業］

シュレッダは企業の設備投資の減少により低調に推移しましたが、Ａ４用紙500枚を自動で給紙して

裁断する「オートフィーディングシュレッダ500」を11月より新発売するなど販売の強化に努めてお

ります。またチャイルドシートは第１四半期は自動車の販売台数の低迷により減少しましたが、第２四

半期以降は回復基調にあります。コンピュータ周辺機器、オフィスファニチャー、樹脂収納製品は消費

の低迷により売上高は減少しました。この結果、当事業の売上高は28億23百万円（前年同四半期比

6.5％減）となりました。

利益面におきましては、営業利益は85百万円（前年同四半期比135.9％増）と増益となりました。

［その他事業］

連結子会社の日達物流が営む貨物運送事業等は、売上高が17百万円（前年同四半期比5.2％増）とな

り、売上原価の減少により営業利益は９百万円（前年同四半期比63.0％増）と増益となりました。

(2)  財政状態の分析

①資産

流動資産は、前連結会計年度末に比べて２億60百万円減少し、207億61百万円となりました。これは商

品及び製品が１億53百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が５億22百万円、現金及び預金が２億

14百万円それぞれ減少したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末に比べて５億６百万円減少し、239億46百万円となりました。これは投

資有価証券（投資その他の資産の「その他」)が２億６百万円増加し、機械装置及び運搬具（有形固定

資産の「その他」）が３億31百万円、建物及び構築物が２億94百万円それぞれ減少したことなどによ

ります。

この結果、当第３四半期末の総資産は前連結会計年度末に比べて７億67百万円減少し、447億８百万

円となりました。

②負債

流動負債は、前連結会計年度末に比べて９億28百万円減少し、159億18百万円となりました。これは、

短期借入金が６億58百万円、賞与引当金が１億69百万円それぞれ減少したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末に比べて１億76百万円増加し、101億53百万円となりました。これは、

退職給付引当金が１億51百万円増加したことなどによります。

この結果、当第３四半期末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて７億51百万円減少し、260億72百

万円となりました。

③純資産

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて15百万円減少し、186億36百万円となりました。これはその

他有価証券評価差額金が76百万円、少数株主持分が55百万円それぞれ増加しましたが、利益剰余金が１

億58百万円減少したことなどによります。

この結果、当第３四半期末の自己資本比率は40.3％となり、前連結会計年度末に比べて0.6ポイント

上昇いたしました。
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(3)  キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、４億72百万円の収入（前

年同四半期比４億51百万円収入増）となりました。主な内訳は、税金等調整前四半期純利益３億14百万

円、減価償却費3億87百万円、仕入債務の増加額４億96百万円、売上債権の増加額９億22百万円、賞与引当

金の減少額３億22百万円等であります。

投資活動によるキャッシュ・フローは、３億６百万円の支出（前年同四半期比80百万円支出減）とな

りました。主な内訳は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出１億58百万円、有形固定資

産の取得による支出１億32百万円等であります。

財務活動によるキャッシュ・フローは、４億73百万円の支出（前年同四半期比５億78百万円支出増）

となりました。主な内訳は、長期借入金の返済による支出20億40百万円、長期借入れによる収入15億円等

であります。

この結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は第２四半期連結会計期間末に比べて

３億14百万円の減少となり、32億10百万円となりました。

(4)  事業上及び財務上の対処すべき課題

当第３四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更

及び新たに生じた課題はありません。

(5)  研究開発活動

当第３四半期連結会計期間の研究開発費の総額は57百万円であります。

(6)  経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当社を取り巻く事業環境は、企業収益の悪化による設備投資の低迷や経費削減、個人消費の低迷などの

影響により依然厳しい状況にて推移しており、内外の景気動向、原材料価格や為替レートの変動等が当社

グループの経営成績に重要な影響を与える可能性があります。

当社グループといたしましては、これらの状況を踏まえ、付加価値の高い製品の開発、受注、販売に注力

するとともに経費の削減に取り組んでまいりました。製造部門におきましては、効率生産の推進と品質管

理の徹底に注力し、海外工場の採算性の向上に努めました。販売部門におきましては、データプリント

サービス事業、ネットビジネス、シルバー事業の拡大に注力するとともに、新製品の拡販に努めてまいり

ました。

このような状況を踏まえ、今後の展開としましては、昨年12月にＭ＆Ａにより取得した人材派遣会社と

のシナジー効果をフルに発揮し、図書館業務の総合受託サービスを強化してまいります。また、シルバー

カーの他に介護車などの福祉用具の販売を強化するなど、新規事業の創出に努め、事業の多角化による収

益力の向上を図ってまいります。海外戦略としましては、連結子会社である中国の現地法人を中心にアジ

ア市場の開拓に注力し、引き続き海外工場の採算性の向上を図ってまいります。

(7)  経営者の問題認識と今後の方針について

当社グループの経営陣は、現在入手可能な情報に基づき最善の経営方針を立案するよう努めています

が、景気は一部に回復の兆しがあるものの、依然不透明な状況が続いており、当社グループが属する業界

においても、当面厳しい事業環境が続くものと思われます。

このような状況を踏まえ、なお一層の企業体質の強化をめざし、生産の合理化や経費削減による採算性

の向上、Ｍ＆Ａによる新規事業への参入、新製品の開発、アジア市場の開拓、不採算の連結子会社の改善、

所有不動産の有効活用、人材育成などを積極的に進めてまいります。
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第３ 【設備の状況】

(1)  主要な設備の状況

当第３四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2)  設備の新設、除却等の計画

該当事項はありません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①  【株式の総数】

　

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 198,490,000

計 198,490,000

　

②  【発行済株式】

　

種類
第３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成21年12月31日)

提出日現在発行数(株)

(平成22年２月10日)

上場金融商品取引所名

又は登録認可金融商品

取引業協会名

内容

普通株式 61,588,589 61,588,589

東京証券取引所
（市場第一部）
大阪証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は
1,000株であり
ます。

計 61,588,589 61,588,589 － －

　

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

　

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日

発行済株式

総数増減数

(千株)

発行済株式

総数残高

(千株)

資本金増減額

(百万円)

資本金残高

(百万円)

資本準備金

増減額

(百万円)

資本準備金

残高

(百万円)

平成21年12月31日 － 61,588 － 6,666 － 8,740

　

(5) 【大株主の状況】

当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりません。
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(6) 【議決権の状況】

  当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日である平成21年９月30日現在の株主名簿による記

載をしております。

①  【発行済株式】

平成21年９月30日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 　 － － －

議決権制限株式（自己株式等） 　 － － －

議決権制限株式（その他） 　 － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式） 　

－
権利内容に何ら限定の
ない当社における標準
となる株式普通株式 5,845,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 55,274,00055,274同上

単元未満株式 普通株式 469,589－ 同上

発行済株式総数 　 61,588,589－ －

総株主の議決権 　 － 55,274 －

(注)  「単元未満株式」欄の普通株式には当社所有の自己株式291株が含まれております。

　

②  【自己株式等】

平成21年９月30日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式総
数に対する所
有株式数割合
(％)

（自己保有株式） 　 　 　 　 　

ナカバヤシ株式会社 大阪市中央区北浜東１－20 5,845,000 － 5,845,0009.49

計 － 5,845,000 － 5,845,0009.49

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成21年

４月

 

５月

 

６月

 

７月

 

８月

 

９月

 

10月

 

11月

 

12月

最高(円) 207 234 228 243 224 218 216 192 199

最低(円) 191 194 209 207 213 205 183 163 169

(注)  最高・最低株価は、東京証券取引所市場第一部における市場相場を記載しております。

　

３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動はありません。
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第５ 【経理の状況】

１  四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連

結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づ

き、当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12月31日まで）及び当第３四半期連結累

計期間（平成21年４月１日から平成21年12月31日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づいて

作成しております。

　

２  監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、前第３四半期連結会計期間（平成20年10月

１日から平成20年12月31日まで）及び前第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31

日まで）に係る四半期連結財務諸表並びに当第３四半期連結会計期間（平成21年10月１日から平成21年12

月31日まで）及び当第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21年12月31日まで)に係る四半期

連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人により四半期レビューを受けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,286 3,500

受取手形及び売掛金 ※２
 9,750 10,273

有価証券 15 12

商品及び製品 4,562 4,409

仕掛品 850 725

原材料及び貯蔵品 1,267 1,279

その他 1,039 862

貸倒引当金 △11 △40

流動資産合計 20,761 21,022

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,834 6,128

土地 11,070 11,130

その他（純額） 3,587 4,052

有形固定資産合計 ※１
 20,492

※１
 21,311

無形固定資産

のれん 151 77

その他 268 284

無形固定資産合計 419 362

投資その他の資産

その他 3,110 2,884

貸倒引当金 △75 △104

投資その他の資産合計 3,034 2,779

固定資産合計 23,946 24,453

資産合計 44,708 45,475
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 ※２
 6,848 6,968

短期借入金 5,588 6,246

未払法人税等 99 193

賞与引当金 298 468

その他 3,084 2,970

流動負債合計 15,918 16,847

固定負債

長期借入金 6,456 6,422

退職給付引当金 3,184 3,033

役員退職慰労引当金 34 34

その他 478 486

固定負債合計 10,153 9,976

負債合計 26,072 26,823

純資産の部

株主資本

資本金 6,666 6,666

資本剰余金 8,740 8,740

利益剰余金 3,556 3,715

自己株式 △1,331 △1,329

株主資本合計 17,632 17,792

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 324 247

繰延ヘッジ損益 △0 △14

為替換算調整勘定 45 47

評価・換算差額等合計 369 280

少数株主持分 634 578

純資産合計 18,636 18,651

負債純資産合計 44,708 45,475
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(2)【四半期連結損益計算書】
【第３四半期連結累計期間】

(単位：百万円)

前第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)

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

売上高 36,301 34,352

売上原価 26,803 25,342

売上総利益 9,497 9,009

販売費及び一般管理費 ※１
 8,964

※１
 8,562

営業利益 533 447

営業外収益

受取利息 2 0

受取配当金 68 38

有価証券売却益 0 6

受取保険金 － 84

受取賃貸料 107 105

その他 223 91

営業外収益合計 402 326

営業外費用

支払利息 170 143

有価証券売却損 3 0

その他 119 67

営業外費用合計 293 210

経常利益 642 563

特別利益

固定資産売却益 0 5

貸倒引当金戻入額 44 61

その他 3 1

特別利益合計 48 68

特別損失

固定資産処分損 15 7

投資有価証券評価損 72 37

たな卸資産評価損 64 －

その他 7 5

特別損失合計 158 49

税金等調整前四半期純利益 532 582

法人税、住民税及び事業税 177 198

法人税等調整額 215 159

法人税等合計 392 357

少数株主利益 40 48

四半期純利益 98 175
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【第３四半期連結会計期間】
(単位：百万円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成20年10月１日
　至 平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成21年10月１日
　至 平成21年12月31日)

売上高 13,185 12,488

売上原価 10,027 9,308

売上総利益 3,157 3,180

販売費及び一般管理費 ※１
 2,970

※１
 2,831

営業利益 187 348

営業外収益

受取利息 0 0

受取配当金 34 11

有価証券売却益 0 0

受取賃貸料 35 35

その他 44 34

営業外収益合計 115 81

営業外費用

支払利息 57 46

有価証券売却損 2 －

その他 51 29

営業外費用合計 111 76

経常利益 191 353

特別利益

固定資産売却益 0 0

投資有価証券売却益 2 0

貸倒引当金戻入額 4 0

その他 0 －

特別利益合計 7 0

特別損失

固定資産処分損 3 0

投資有価証券評価損 69 37

その他 5 1

特別損失合計 78 39

税金等調整前四半期純利益 121 314

法人税、住民税及び事業税 23 25

法人税等調整額 83 148

法人税等合計 106 173

少数株主利益 22 5

四半期純利益又は四半期純損失（△） △7 135
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)

前第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)

当第３四半期連結累計期間
(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

税金等調整前四半期純利益 532 582

減価償却費 1,091 1,130

のれん償却額 29 29

貸倒引当金の増減額（△は減少） △48 △59

受取利息及び受取配当金 △71 △38

支払利息 170 143

売上債権の増減額（△は増加） 391 660

たな卸資産の増減額（△は増加） △621 △266

仕入債務の増減額（△は減少） △91 △120

投資有価証券売却損益（△は益） 2 1

賞与引当金の増減額（△は減少） △203 △172

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51 148

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △261 △0

有価証券売却損益（△は益） 2 △6

投資有価証券評価損益（△は益） 72 37

有形固定資産処分損益（△は益） 14 1

未払消費税等の増減額（△は減少） △13 △6

その他 340 238

小計 1,379 2,302

利息及び配当金の受取額 71 38

利息の支払額 △195 △155

法人税等の支払額 △400 △293

その他の支出 － △2

営業活動によるキャッシュ・フロー 854 1,889

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の売買による収支（純額） △2 6

有形固定資産の取得による支出 △982 △817

有形固定資産の売却による収入 8 73

投資有価証券の取得による支出 △11 △64

投資有価証券の売却による収入 12 18

無形固定資産の取得による支出 △89 △28

定期預金の預入による支出 △0 －

定期預金の払戻による収入 10 －

子会社株式の取得による支出 △0 △10

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ
る支出

－ ※２
 △158

営業譲受による支出 － △14

短期貸付金の増減額（△は増加） △0 0

長期貸付金の回収による収入 4 30

その他 △1 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,053 △966
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(単位：百万円)

前第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)

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

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 3,900 2,500

長期借入金の返済による支出 △1,639 △3,302

社債の償還による支出 △3,500 －

自己株式の取得による支出 △89 △1

配当金の支払額 △341 △334

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,209 △18

その他 △0 △12

財務活動によるキャッシュ・フロー △461 △1,170

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8 △2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △669 △249

現金及び現金同等物の期首残高 3,527 3,459

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,858 3,210
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【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】

　

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

１  連結の範囲に関する事項の変更

(1)連結の範囲の変更

連結子会社名

ウーマンスタッフ株式会社

  ウーマンスタッフ株式会社の全発行済株式を取得したことにより、当第３四半期連結会計期間よりウーマンス
タッフ株式会社を連結の範囲に含めております。なお、みなし取得日を2009年12月31日としているため、当第３四
半期連結会計期間は貸借対照表のみ連結しております。

(2)変更後の連結子会社の数

12社

２  連結子会社の事業年度等に関する事項の変更

  当第３四半期連結会計期間より連結の範囲に含めましたウーマンスタッフ株式会社の決算日は、８月15日であ
ります。四半期連結財務諸表の作成にあたっては、2009年11月15日現在の財務諸表を基礎として使用しておりま
す。
  なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については、連結決算日上必要な調整を行っております。

　

　

【表示方法の変更】

　

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

（四半期連結損益計算書関係）

　前第３四半期連結累計期間において営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取保険金」につい

ては、重要性が増加したことにより、当第３四半期連結累計期間においては区分掲記しております。

　なお、前第３四半期連結累計期間の営業外収益の「その他」に含めて表示しておりました「受取保険金」は79百

万円であります。

（注記事項  四半期連結損益計算書関係）

当事業年度に勘定科目の見直しを行い、前事業年度にて「給料」として掲記されていたものは「賞与」を加え、

「給与手当及び賞与」として掲記しております。なお、前第３四半期連結累計期間の「賞与」は394百万円でありま

す。

また、前事業年度にて「荷造運賃」として掲記されていたものは「運賃及び荷造費」に名称を変更しておりま

す。
　

　

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

（注記事項  四半期連結損益計算書関係）

当事業年度に勘定科目の見直しを行い、前事業年度にて「給料」として掲記されていたものは「賞与」を加え、

「給与手当及び賞与」として掲記しております。なお、前第３四半期連結会計期間の「賞与」は０百万円でありま

す。

また、前事業年度にて「荷造運賃」として掲記されていたものは「運賃及び荷造費」に名称を変更しておりま

す。
　

　

【簡便な会計処理】

　

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

１  固定資産の減価償却費の算定方法

  定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　

当第３四半期連結会計期間末

(平成21年12月31日)

前連結会計年度末

(平成21年３月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額 33,604百万円

　

※１　有形固定資産の減価償却累計額 32,666百万円

　

※２  四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理に
ついては、満期日に決済が行われたものとして処理
しております。

なお、当第３四半期連結会計期間末日が金融機関
の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日
満期手形が、四半期連結会計期間末残高から除かれ
ております。

受取手形 129百万円

支払手形 363百万円

──────

　

(四半期連結損益計算書関係)

第３四半期連結累計期間

　

前第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)

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

※１  販売費及び一般管理費の主なもの

給料 2,977百万円

貸倒引当金繰入額 0百万円

賞与引当金繰入額 171百万円

役員退職慰労引当金繰入額 12百万円

退職給付費用 245百万円

荷造運賃 1,836百万円

※１  販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当及び賞与 3,246百万円

貸倒引当金繰入額 7百万円

賞与引当金繰入額 155百万円

役員退職慰労引当金繰入額 6百万円

退職給付費用 242百万円

運賃及び荷造費 1,699百万円

　

第３四半期連結会計期間

　

前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
  至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
  至  平成21年12月31日)

※１  販売費及び一般管理費の主なもの

給料 1,006百万円

貸倒引当金繰入額 6百万円

賞与引当金繰入額 171百万円

役員退職慰労引当金繰入額 2百万円

退職給付費用 71百万円

荷造運賃 626百万円

※１  販売費及び一般管理費の主なもの

給料手当及び賞与 956百万円

貸倒引当金繰入額 7百万円

賞与引当金繰入額 155百万円

役員退職慰労引当金繰入額 0百万円

退職給付費用 87百万円

運賃及び荷造費 585百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第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)

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

１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

１  現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結
貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,920百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △61百万円

現金及び現金同等物 2,858百万円

　

現金及び預金 3,286百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △76百万円

現金及び現金同等物 3,210百万円

　

────── ※２  株式等の取得により新たに連結子会社となった
会社の資産及び負債の主な内訳

  当第３四半期連結累計期間において、株式等の取
得により新たにウーマンスタッフ㈱を連結したこと
に伴う連結開始時の資産及び負債の内訳ならびに株
式の取得価額と取得のための支出（純額）との関係
は次のとおりであります。

  ウーマンスタッフ㈱

流動資産 319百万円

固定資産 94百万円

のれん 94百万円

流動負債 △206百万円

固定負債 △67百万円

株式の取得価額 234百万円

現金及び現金同等物 △76百万円

差引：株式取得による支出 158百万円
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(株主資本等関係)

当第３四半期連結会計期間末(平成21年12月31日)及び当第３四半期連結累計期間(自  平成21年４月１日  

至  平成21年12月31日)

　

１  発行済株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

　普通株式 (株) 61,588,589

　

２  自己株式に関する事項

株式の種類
当第３四半期
連結会計期間末

　普通株式 (株) 5,846,560

　

３  配当に関する事項

(1)  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年６月26日
定時株主総会

普通株式 167 3 平成21年３月31日平成21年６月29日利益剰余金

平成21年10月30日
取締役会

普通株式 167 3 平成21年９月30日平成21年12月１日利益剰余金

　

(2)  基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配当の効

力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

      該当事項はありません。

　

４  株主資本の著しい変動に関する事項

      該当事項はありません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

    前第３四半期連結会計期間（自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日）

　

　
紙製品
関連事業
(百万円)

事務機器
関連事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に
対する売上高

10,148 3,019 17 13,185 － 13,185

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

1 42 384 429 （429） －

計 10,150 3,062 401 13,614（429） 13,185

営業利益 456 36 5 498 （310） 187

(注) １  事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２  各事業の主な製品

(1) 紙製品関連事業………図書製本・手帳・アルバム等日用紙製品の製造販売

(2) 事務機器関連事業……ＯＡデスク・レターケース等鋼製事務機・コンピュータ用品・オフィス家具・

                        チャイルドシート等の製造販売

(3) その他事業……………貨物自動車運送業・同取扱事業

　

    当第３四半期連結会計期間（自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日）

　

　
紙製品
関連事業
(百万円)

事務機器
関連事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に
対する売上高

9,647 2,823 17 12,488 － 12,488

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

1 31 362 396 （396） －

計 9,648 2,855 380 12,884（396） 12,488

営業利益 571 85 9 666 （317） 348

(注) １  事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２  各事業の主な製品

(1) 紙製品関連事業………図書製本・手帳・アルバム等日用紙製品の製造販売

(2) 事務機器関連事業……ＯＡデスク・レターケース等鋼製事務機・コンピュータ用品・オフィス家具・

                        チャイルドシート等の製造販売 

(3) その他事業……………貨物自動車運送業・同取扱事業・人材派遣業

  なお、当第３四半期連結会計期間において、人材派遣業であるウーマンスタッフ㈱の全発行済株式を取得し、

連結子会社としております。

  これに伴い、その他事業セグメントにおける資産の金額が391百万円増加しております。
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    前第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）

　

　
紙製品
関連事業
(百万円)

事務機器
関連事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に
対する売上高

26,606 9,640 53 36,301 － 36,301

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

12 138 1,087 1,238（1,238） －

計 26,618 9,779 1,141 37,539（1,238） 36,301

営業利益 1,177 278 24 1,481 （948） 533

(注) １  事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２  各事業の主な製品

(1) 紙製品関連事業………図書製本・手帳・アルバム等日用紙製品の製造販売

(2) 事務機器関連事業……ＯＡデスク・レターケース等鋼製事務機・コンピュータ用品・オフィス家具・

                        チャイルドシート等の製造販売 

(3) その他事業……………貨物自動車運送業・同取扱事業

３  「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  １  会計処理の原則及び手続の変更

  (１)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用」に記載の通り、「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業

会計基準委員会  平成18年７月５日  企業会計基準第９号)を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準

については、原価法から原価法(収益性の低下による簿価切下げの方法)に変更しております。

  この結果、この変更に伴い、当第３四半期連結累計期間の「紙製品関連事業」の営業利益が22百万円、また、

「事務機器関連事業」の営業利益が16百万円、それぞれ減少しております。

　

    当第３四半期連結累計期間（自  平成21年４月１日  至平成21年12月31日）

　

　
紙製品
関連事業
(百万円)

事務機器
関連事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は
全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高 　 　 　 　 　 　

(1)外部顧客に
対する売上高

25,793 8,510 48 34,352 － 34,352

(2)セグメント間の内部
売上高又は振替高

3 96 1,013 1,113（1,113） －

計 25,796 8,606 1,062 35,465（1,113） 34,352

営業利益 1,279 151 20 1,451（1,004） 447

(注) １  事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。

２  各事業の主な製品

(1) 紙製品関連事業………図書製本・手帳・アルバム等日用紙製品の製造販売

(2) 事務機器関連事業……ＯＡデスク・レターケース等鋼製事務機・コンピュータ用品・オフィス家具・

                        チャイルドシート等の製造販売 

(3) その他事業……………貨物自動車運送業・同取扱事業・人材派遣業

  なお、当第３四半期連結累計期間において、人材派遣業であるウーマンスタッフ㈱の全発行済株式を取得し、

連結子会社としております。

  これに伴い、その他事業セグメントにおける資産の金額が391百万円増加しております。
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【所在地別セグメント情報】

前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日)、当第３四半期連結会計期間

(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

　

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略しておりま

す。

　

前第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)、当第３四半期連結累計期

間(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

　

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため、記載を省略しておりま

す。

　

【海外売上高】

前第３四半期連結会計期間(自  平成20年10月１日  至  平成20年12月31日)、当第３四半期連結会計期間

(自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日)

　

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

　

前第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)、当第３四半期連結累計期間

(自  平成21年４月１日  至  平成21年12月31日)

　

海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。
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(企業結合等関係)

当第３四半期連結会計期間（自  平成21年10月１日  至  平成21年12月31日）

１．企業結合の概要

(1)被取得企業の名称 ウーマンスタッフ株式会社

(2)被取得企業の事業の内容 一般労働者派遣事業、人材紹介業、図書館業務トータルソリューショ

ンサービス

(3)企業結合を行った主な理由 事業の総合力強化及び図書館業務トータルソリューションサービス

の提供

(4)企業結合日 平成21年12月28日

(5)企業結合の法的形式 当社による株式の取得

(6)結合後企業の名称 ウーマンスタッフ株式会社

(7)取得した議決権 100％

　

２．第３四半期連結財務諸表に含まれている被取得企業の業績の期間

みなし取得日が平成21年12月31日のため、当第３四半期連結会計期間及び当第３四半期連結累計期間の

業績に含まれる期間はありません。

　

３．被取得企業の取得原価及び内容

取得の対価

現金 234百万円

取得原価 234百万円

　

４．発生したのれんの金額等

(1) のれんの金額         94百万円

(2) 発生原因

企業結合時の純資産額が取得原価を下回ったため、その差額をのれんとして認識しております。

(3) 償却方法及び償却期間

のれんの償却については、５年間の定額法によって行っております。

　

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 319百万円

固定資産 94百万円

資産計 413百万円

流動負債 206百万円

固定負債 67百万円

負債計 273百万円

　

６．企業結合が当該連結会計年度の開始の日に完了したと仮定した場合の当四半期連結累計期間に係る四半

期連結損益計算書に及ぼす影響額

売上高 368百万円

経常利益 △23百万円

四半期純利益 △32百万円

なお、影響の概算額について監査証明及び四半期レビューを受けておりません。
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(１株当たり情報)

１．  １株当たり純資産額

　

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

　 322円95銭
　

　 324円18銭
　

　 　

(注)  １株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日)

前連結会計年度末
(平成21年３月31日)

純資産の部の合計額（百万円） 18,636 18,651

普通株式に係る純資産額（百万円） 18,001 18,073

差額の主な内訳
　少数株主持分（百万円） 634 578

普通株式の発行済株式数（千株） 61,588 61,588

普通株式の自己株式数（千株） 5,846 5,838

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数（千株）

55,742 55,750

　

２  １株当たり四半期純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額

第３四半期連結累計期間
　

前第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)

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

１株当たり四半期純利益 1円74銭
　

１株当たり四半期純利益 3円15銭

(注) １  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２  １株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
前第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)

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

四半期連結損益計算書上の四半期純利益（百万円） 98 175

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 98 175

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 56,627 55,744
　

第３四半期連結会計期間
　

前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
  至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
  至  平成21年12月31日)

１株当たり四半期純損失 0円12銭
　

１株当たり四半期純利益 2円43銭
　

(注)  １  前第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失

が計上されており、また潜在株式が存在しないため記載しておりません。

２  当第３四半期連結会計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

３  １株当たり四半期純利益又は四半期純損失の算定上の基礎

項目
前第３四半期連結会計期間
(自  平成20年10月１日
  至  平成20年12月31日)

当第３四半期連結会計期間
(自  平成21年10月１日
  至  平成21年12月31日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益又は
四半期純損失（△）（百万円）

△7 135

普通株式に係る四半期純利益又は
四半期純損失（△）（百万円）

△7 135

普通株主に帰属しない金額（百万円） － －

普通株式の期中平均株式数（千株） 56,519 55,742
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(重要な後発事象)

該当事項はありません。

　

２ 【その他】

第60期（平成21年４月１日から平成22年３月31日まで）中間配当については、平成21年10月30日開催の

取締役会において、平成21年９月30日の最終の株主名簿に記載または記録された株主または登録株式質権

者に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

        ①配当金の総額                                   167百万円

        ②１株当たりの金額                                ３円00銭

        ③支払請求権の効力発生日及び支払開始日    平成21年12月１日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成21年２月12日

ナカバヤシ株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

指定有限責任社員
　業務執行社員

　 公認会計士　　寺　澤　　　　豊　　　印

　

指定有限責任社員
　業務執行社員

　 公認会計士　　小　市　　裕　之　　　印

　

指定有限責任社員
　業務執行社員

　 公認会計士　　佐　藤　　陽　子　　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているナカ

バヤシ株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成20年10月１日から平成20年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ナカバヤシ株式会社及び連結子会社の平成20

年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の

経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

　

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成22年２月10日

ナカバヤシ株式会社

取締役会  御中

　

新日本有限責任監査法人

　

　

指定有限責任社員
　業務執行社員

　 公認会計士　　小　市　　裕　之　　　印

　

指定有限責任社員
　業務執行社員

　 公認会計士　　佐　藤　　陽　子　　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているナカ

バヤシ株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間

(平成21年10月１日から平成21年12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(平成21年４月１日から平成21

年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四

半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結論を表明することにあ

る。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ナカバヤシ株式会社及び連結子会社の平成21

年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四半期連結会計期間及び第３四半期連結累計期間の

経営成績並びに第３四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる

事項がすべての重要な点において認められなかった。

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

　

以  上

　
 

(注) １  上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報

告書提出会社)が別途保管しております。

２  四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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