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１ 本書は四半期報告書を金融商品取引法第27条の30の２に規定する開示用

電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出したデータに目次及び頁を付して

出力・印刷したものであります。 

２ 本書には、上記の方法により提出した四半期報告書に添付された四半期

レビュー報告書及び上記の四半期報告書と同時に提出した確認書を末尾に

綴じ込んでおります。 
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【第２四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 8,774,168 6,172,783

売上原価 7,594,786 5,084,464

売上総利益 1,179,382 1,088,319

販売費及び一般管理費 ※  785,927 ※  713,864

営業利益 393,454 374,454

営業外収益   

受取利息 138 1,387

受取配当金 115 73

受取家賃 6,451 8,335

その他 1,160 2,170

営業外収益合計 7,866 11,967

営業外費用   

支払利息 3,271 1,133

社債利息 1,034 1,708

為替差損 8,845 1,224

社債発行費 14,755 22,400

その他 409 1,031

営業外費用合計 28,316 27,497

経常利益 373,004 358,924

特別利益   

固定資産売却益 31 －

社債買入消却益 － 19,250

特別利益合計 31 19,250

特別損失   

商品評価損 4,030 1,156

商品廃棄損 2,358 －

投資有価証券評価損 48,066 －

その他 777 55

特別損失合計 55,233 1,211

税引前四半期純利益 317,802 376,963

法人税等 137,815 167,769

四半期純利益 179,986 209,193
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 399,088 254,989

減価償却費 37,306 34,866

のれん償却額 7,839 7,839

貸倒引当金の増減額（△は減少） 4,535 7,400

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,000 △56,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） △32,214 △27,176

受取利息及び受取配当金 △15,040 △11,822

支払利息 7,205 2,650

社債利息 2,237 2,903

商品廃棄損 2,358 －

商品評価損 8,036 2,744

社債買入消却損益(△は益) － △19,250

有形固定資産除売却損益（△は益） 300 △1,113

投資有価証券評価損益（△は益） 48,066 －

売上債権の増減額（△は増加） 605,343 1,921,212

たな卸資産の増減額（△は増加） 195,965 400,016

仕入債務の増減額（△は減少） △425,515 △1,316,030

その他 134,299 △75,058

小計 989,812 1,128,072

利息及び配当金の受取額 15,040 10,438

利息の支払額 △9,084 △7,339

法人税等の支払額 △470,285 △425,536

営業活動によるキャッシュ・フロー 525,483 705,635

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 △1,257 △1,437,988

有形固定資産の売却による収入 1,420 3,407

無形固定資産の取得による支出 △38,500 －

投資有価証券の取得による支出 △2,887 △100,710

投資有価証券の売却による収入 － 3,003

貸付金の回収による収入 3,215 1,575

その他 △26,138 △35,036

投資活動によるキャッシュ・フロー △64,147 △1,565,749

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 1,100,000 －

短期借入金の返済による支出 △1,300,000 －

長期借入れによる収入 － 300,000

長期借入金の返済による支出 △177,470 △143,800

社債の発行による収入 － 900,000

社債の償還による支出 △120,000 △50,000

新株予約権付社債の発行による収入 1,500,000 －

社債の買入消却による支出 － △630,750

配当金の支払額 △98,996 △92,808

財務活動によるキャッシュ・フロー 903,533 282,641

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,991 △1,373

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,355,878 △578,846

現金及び現金同等物の期首残高 2,153,687 3,067,440

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  3,509,565 ※  2,488,593
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平成20年11月７日

ラサ商事株式会社 

取締役会  御中 

  
 

   

   

  
 

  

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」に掲げられているラ

サ商事株式会社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第107期事業年度の第２四半期会計期間(平

成20年７月１日から平成20年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成20年４月１日から平成20年９月30

日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・

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財務諸表の作成基準に準拠して、ラサ商事株式会社の平成20年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期

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 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

監査法人  大手門会計事務所

 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    武  川  博  一        ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    根  本  芳  男        ㊞ 

(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  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



  

平成21年11月11日

ラサ商事株式会社 

取締役会  御中 

  
 

  
 

  
 

  
 

  

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」に掲げられているラ

サ商事株式会社の平成21年４月１日から平成22年３月31日までの第108期事業年度の第２四半期会計期間(平

成21年７月１日から平成21年９月30日まで)及び第２四半期累計期間(平成21年４月１日から平成21年９月30

日まで)に係る四半期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・

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財務諸表の作成基準に準拠して、ラサ商事株式会社の平成21年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第２四半期累計期

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 

  

 
  

独立監査人の四半期レビュー報告書

監査法人  大手門会計事務所

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    植  木  暢  茂        ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    武  川  博  一        ㊞ 

指定社員 
業務執行社員

公認会計士    根  本  芳  男        ㊞ 

(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  四半期財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。 



 
  

【表紙】  

【提出書類】 確認書 

【根拠条文】 金融商品取引法第24条の４の８第１項 

【提出先】 関東財務局長 

【提出日】 平成21年11月13日 

【会社名】 ラサ商事株式会社 

【英訳名】 Rasa  Corporation 

【代表者の役職氏名】 代表取締役社長  井  村  周  一 

【最高財務責任者の役職氏名】 取締役兼執行役員管理本部長  鈴  木  卓 

【本店の所在の場所】 東京都中央区箱崎町８番１号  ヤマタネ箱崎ビル 

【縦覧に供する場所】 株式会社  東京証券取引所 

   (東京都中央区日本橋兜町２番１号) 

 ラサ商事株式会社  大阪支店 

   (大阪市北区堂島一丁目２番５号  堂北ダイビル) 

 
ラサ商事株式会社  名古屋支店 

 
  (名古屋市中区錦一丁目11番20号  大永ビル) 

 
ラサ商事株式会社  横浜支店 

 
  (横浜市北区新横浜三丁目19番11号  新横浜タウンビル) 



当社代表取締役社長井村周一及び取締役執行役員兼管理本部長鈴木卓は、当社の第108期第２四半期(自 

 平成21年７月１日  至  平成21年９月30日)の四半期報告書の記載内容が金融商品取引法令に基づき適正

に記載されていることを確認いたしました。 

  

確認に当たり、特記すべき事項はありません。 

  

１ 【四半期報告書の記載内容の適正性に関する事項】

２ 【特記事項】
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