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

（注）平成20年３月期第３四半期及び平成21年３月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益につきましては、潜在株式は存在するものの１株当たり四半
期純損失であるため、記載しておりません。  

(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3四半期 38,811 ― △1,419 ― △1,337 ― △2,408 ―

20年3月期第3四半期 41,433 2.0 16 △97.7 90 △89.3 △598 ―

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 △148.05 ―

20年3月期第3四半期 △36.82 ―

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 62,472 34,708 55.6 2,133.73
20年3月期 63,062 37,344 59.2 2,295.84

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  34,706百万円 20年3月期  37,344百万円

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  
 

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 ― 0.00 ― 15.50 15.50
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 15.50 15.50

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  無  
 

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 56,760 △4.0 370 △85.9 420 △85.0 △2,200 ― △136.34

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、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) 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、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。  

(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条件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、２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 有

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  16,485,078株 20年3月期  16,485,078株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  219,234株 20年3月期  218,904株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  16,266,042株 20年3月期第3四半期  16,265,806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３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,182,290 5,317,659

受取手形及び売掛金 83,927 110,262

営業貸付金 502,329 563,752

有価証券 － 9,001

商品 14,730,936 14,393,742

貯蔵品 108,387 136,001

その他 5,059,917 4,732,727

貸倒引当金 △1,052 △183

流動資産合計 24,666,736 25,262,963

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,188,846 10,591,950

土地 14,149,621 13,936,802

その他（純額） 1,204,838 1,157,072

有形固定資産合計 24,543,306 25,685,825

無形固定資産   

のれん 243,641 10,664

その他 318,991 128,997

無形固定資産合計 562,632 139,662

投資その他の資産   

差入保証金 6,702,866 6,342,064

その他 6,065,472 5,706,442

貸倒引当金 △68,289 △74,415

投資その他の資産合計 12,700,049 11,974,091

固定資産合計 37,805,987 37,799,579

資産合計 62,472,724 63,062,542

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,910,424 10,431,419

短期借入金 5,400,000 1,300,000

1年内返済予定の長期借入金 1,771,197 2,133,122

未払法人税等 7,582 625,060

ポイント引当金 758,938 582,084

賞与引当金 39,600 271,710

その他 3,410,830 4,853,132

流動負債合計 22,298,572 20,196,529

固定負債   

長期借入金 3,322,825 3,587,484

退職給付引当金 1,323,208 1,252,820

その他 819,486 681,235

固定負債合計 5,465,520 5,521,540

負債合計 27,764,093 25,718,069



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20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20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,991,368 3,991,368

資本剰余金 3,864,978 3,864,978

利益剰余金 27,142,029 29,802,395

自己株式 △287,555 △287,390

株主資本合計 34,710,820 37,371,350

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,177 △24,804

繰延ヘッジ損益 △1,739 △2,072

評価・換算差額等合計 △3,917 △26,877

少数株主持分 1,727 －

純資産合計 34,708,631 37,344,473

負債純資産合計 62,472,724 63,062,542



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第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) 

売上高 38,811,807

売上原価 18,021,916

売上総利益 20,789,890

販売費及び一般管理費 22,209,126

営業損失（△） △1,419,235

営業外収益  

受取利息 19,753

受取配当金 6,838

受取地代家賃 175,605

その他 59,670

営業外収益合計 261,867

営業外費用  

支払利息 99,287

賃貸費用 66,216

その他 14,667

営業外費用合計 180,171

経常損失（△） △1,337,538

特別利益  

固定資産売却益 3,952

貸倒引当金戻入額 5,256

賞与引当金戻入額 116,758

受取補償金 58,076

特別利益合計 184,043

特別損失  

投資有価証券評価損 47,065

固定資産除売却損 221,373

減損損失 1,946,832

事業譲渡損 37,142

特別損失合計 2,252,413

税金等調整前四半期純損失（△） △3,405,909

法人税、住民税及び事業税 125,156

法人税等調整額 △1,122,825

法人税等合計 △997,669

四半期純損失（△） △2,408,240



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第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) 

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 △3,405,909

減価償却費 1,390,045

減損損失 1,946,832

のれん償却額 25,539

ポイント引当金の増減額（△は減少） 148,458

賞与引当金の増減額（△は減少） △232,110

退職給付引当金の増減額（△は減少） 53,362

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,256

受取利息及び受取配当金 △26,591

支払利息 99,287

長期貸付金の家賃相殺額 75,987

投資有価証券評価損益（△は益） 47,065

有形固定資産除売却損益（△は益） 66,387

事業譲渡損益（△は益） 37,142

売上債権の増減額（△は増加） 1,070,402

営業貸付金の増減額（△は増加） 61,422

たな卸資産の増減額（△は増加） 39,306

仕入債務の増減額（△は減少） 149,648

経費支払手形・未払金の増減額（△は減少） △1,618,041

その他 △78,089

小計 △155,110

利息及び配当金の受取額 10,204

利息の支払額 △99,813

法人税等の支払額 △1,269,598

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,514,316

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の増減額（△は増加） △15,000

投資有価証券の取得による支出 △15,935

投資有価証券の売却による収入 9,014

有形固定資産の取得による支出 △1,216,462

有形固定資産の売却による収入 3,952

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△213,577

事業譲渡による収入 109,314

長期貸付けによる支出 △65,133

長期貸付金の回収による収入 14,130

差入保証金の差入による支出 △592,828

差入保証金の回収による収入 255,057

その他 △137,455

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,864,923



（単位：千円）

当第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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 4,100,000

長期借入れによる収入 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △2,614,714

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △5,086

自己株式の取得による支出 △164

配当金の支払額 △251,163

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,228,871

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,150,369

現金及び現金同等物の期首残高 5,312,159

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,161,790
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