
平成１９年３月期 第３四半期財務・業績の概況（連結） 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無    ： 無 

② 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 

③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無        ： 有 

      (内容） 

       連結（新規）１社 （除外）－社 持分法（新規）－社 （除外）－社 

④ 公認会計士又は監査法人による関与の有無       ： 無 

２．平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日 ～ 平成18年12月31日） 

(1）経営成績（連結）の進捗状況                            （千円未満切捨て） 

 （注） 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

［経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期における売上高は13,052百万円（前年同四半期比15.1%減）となりました。事業別の売上高の状況につきま

しては、きもの事業が8,207百万円（前年同四半期比16.2%減）、ジュエリー事業2,586百万円（前年同四半期比24.1%

減）、ファッション事業2,258百万円（前年同四半期比4.4%増）となり、一部で前年同四半期比増加が見られましたもの

の全体では予定を下回り推移いたしました。その結果、営業損失71百万円、経常損失48百万円、四半期純損失871百万円

となりました。 

(2）財政状態（連結）の変動状況 

(財)財務会計基準機構会員

  平成19年２月９日

会社名 ウライ株式会社 （ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：２６５８）

（ＵＲＬ http://www.urai.co.jp ）   

問合せ先 代表者役職・氏名  代表取締役社長    裏井 紳介 

     責任者役職・氏名  専務取締役総務統括本部長   稲葉  茂     ＴＥＬ（075）361－0330 

  売上高 営業利益又は営業損失(△) 経常利益又は経常損失(△) 

  千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 

19年３月期第３四半期 13,052,776 (△15.1) △71,309 （－）  △48,918 （－）  

18年３月期第３四半期 15,366,772 (△2.1) 669,055 (△31.7) 706,586 (△27.1) 

（参考）18年３月期 20,102,396   660,790   703,919   

  
四半期（当期）純利益 
又は四半期純損失（△） 

１株当たり四半期（当期） 
純利益又は四半期純損失(△)

潜在株式調整後 
１株当たり四半期 
（当期）純利益 

  千円 ％ 円 銭 円 銭 

19年３月期第３四半期 △871,190 （－）  △79 29 － － 

18年３月期第３四半期 389,015 (△24.7) 35 40 － － 

（参考）18年３月期 363,853   30 98 － － 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 千円 千円 ％ 円 銭 

19年３月期第３四半期 18,591,896 6,715,178 36.1 611 19

18年３月期第３四半期 22,356,782 9,098,679 40.7 828 12

（参考）18年３月期 20,390,639 9,069,479 44.5 823 33
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【連結キャッシュ・フローの状況】 

［財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べて1,798百万円減少して18,591百万円となりました。 

 流動資産においては、現金及び預金が70百万円、受取手形及び売掛金が1,134百万円減少する一方でたな卸資産が1,013

百万円、繰延税金資産が189百万円それぞれ増加いたしました。 

 固定資産においては、更生債権等が1,083百万円増加、投資有価証券が711百万円、土地再評価に係る繰延税金資産が924

百万円減少し、更生債権等の増加に伴う貸倒引当金の増加が1,069百万円となりました。 

 流動負債においては、支払手形及び買掛金が356百万円、未払法人税等が107百万円、賞与引当金が165百万円それぞれ減

少し、短期借入金が373百万円増加いたしました。 

 固定負債においては、長期借入金が1,148百万円増加し、繰延税金負債が356百万円減少いたしました。 

 純資産は2,354百万円減少して6,715百万円となりました。この結果、自己資本比率は36.1％となりました。 

 キャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動に使用した資金は1,488百万円、投資活動により得られた資金は６

百万円、財務活動において得られた資金は1,411百万円となりました。これらの結果、現金及び現金同等物の当第３四半

期末の残高は1,164百万円となり、前連結会計年度末に比べて70百万円減少いたしました。 

３．平成19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３月31日） 

（参考）１株当たり予想当期純損失（通期）△80円09銭 

［業績予想に関する定性的情報等］ 

 当第３四半期までの業績を踏まえ通期業績予想（連結及び個別）を修正しております。同修正の内容及び理由につきま

しては、本日公表いたしました「平成19年３月期通期（連結・個別）業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

 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 

 千円  千円 千円 千円 

19年３月期第３四半期 △1,488,748 6,612 1,411,378 1,164,674 

18年３月期第３四半期 △1,314,954 △21,698 1,217,320 1,254,226 

(参考）18年３月期 △14,833 △60,363 △62,929 1,235,432 

  売上高 経常利益 当期純利益 

  千円 千円 千円 

通   期 16,800,000 △65,000 △880,000 
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４．四半期連結財務諸表等 

(1）（要約）四半期連結貸借対照表 

科目 

当四半期 
（平成19年３月期 
第３四半期末） 

前年同四半期 
（平成18年３月期 
第３四半期末） 

増減 
（参考） 

平成18年３月期 

金額（千円） 金額（千円） 
金額 
（千円） 

増減率 
（％） 

金額（千円） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 1,164,674 1,254,226     1,235,432 

２．受取手形及び売掛金 7,164,328 9,455,224     8,299,139 

３．有価証券 － 2,000     2,000 

４．たな卸資産 4,642,006 4,461,816     3,628,232 

５．繰延税金資産 334,587 99,585     144,752 

６．その他 184,976 161,938     148,130 

貸倒引当金 △186,350 △26,500     △23,600 

流動資産合計 13,304,223 15,408,290 △2,104,067 △13.7 13,434,086 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物及び構築物 1,308,530 1,397,059     1,376,757 

(2）土地 1,366,797 1,496,590     1,496,590 

(3）その他 40,781 50,090     47,122 

 有形固定資産合計 2,716,109 2,943,740 △227,631 △7.7 2,920,470 

２．無形固定資産           

(1）電話加入権 10,513 10,513     10,513 

 無形固定資産合計 10,513 10,513 － － 10,513 

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 1,633,316 2,313,976     2,345,088 

(2）土地再評価に係る
繰延税金資産 

－ 924,614     924,614 

(3）更生債権等 1,092,800 －     － 

(4）その他 1,001,345 899,699     853,260 

貸倒引当金 △1,166,412 △144,052     △97,394 

 投資その他の資産合計 2,561,049 3,994,238 △1,433,188 △35.9 4,025,568 

固定資産合計 5,287,672 6,948,491 △1,660,819 △23.9 6,956,552 

資産合計 18,591,896 22,356,782 △3,764,886 △16.8 20,390,639 
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科目 

当四半期 
（平成19年３月期 
第３四半期末） 

前年同四半期 
（平成18年３月期 
第３四半期末） 

増減 
（参考） 

平成18年３月期 

金額（千円） 金額（千円） 
金額 
（千円） 

増減率 
（％） 

金額（千円） 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛金 4,425,592 5,592,055     4,782,335 

２．短期借入金 4,886,750 5,715,000     4,513,750 

３．未払法人税等 5,406 32,990     112,950 

４．賞与引当金 105,931 145,960     271,920 

５．売上割戻引当金 13,324 14,116     13,907 

６．その他 316,534 360,569     306,635 

流動負債合計 9,753,539 11,860,692 △2,107,152 △17.8 10,001,499 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 1,627,250 558,000     479,000 

２．繰延税金負債 235,967 595,933     591,994 

３．退職給付引当金 10,698 9,795     10,083 

４．役員退職金引当金 225,816 208,856     213,096 

５．その他 23,447 24,827     25,487 

固定負債合計 2,123,178 1,397,411 725,767 51.9 1,319,660 

負債合計 11,876,717 13,258,103 △1,381,385 △10.4 11,321,159 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金 － 1,857,196 － － 1,857,196 

Ⅱ 資本剰余金 － 1,577,320 － － 1,577,320 

Ⅲ 利益剰余金 － 6,126,407 － － 6,101,246 

Ⅳ 土地再評価差額金 － △1,386,921 － － △1,386,921 

Ⅴ その他有価証券評価
差額金 

－ 929,004 － － 924,966 

Ⅵ 自己株式 － △4,327 － － △4,327 

資本合計 － 9,098,679 － － 9,069,479 

負債及び資本合計 － 22,356,782 － － 20,390,639 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金 1,857,196 － － － － 

２．資本剰余金 1,577,320 － － － － 

３．利益剰余金 5,096,684 － － － － 

４．自己株式 △4,327 － － － － 

株主資本合計 8,526,872 － － － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金 

499,841 － － － － 

２．土地再評価差額金 △2,311,535 － － － － 

評価・換算差額等合
計 

△1,811,693 － － － － 

純資産合計 6,715,178 － － － － 

負債純資産合計 18,591,896 － － － － 
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(2）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

当四半期 
（平成19年３月期
第３四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期
第３四半期） 

増減 
（参考） 

平成18年３月期 

金額（千円） 金額（千円） 
金額 
（千円） 

増減率 
（％） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 13,052,776 15,366,772 △2,313,995 △15.1 20,102,396 

Ⅱ 売上原価 8,727,930 10,007,820 △1,279,889 △12.8 13,286,027 

売上総利益 4,324,846 5,358,951 △1,034,105 △19.3 6,816,369 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,396,155 4,689,896 △293,740 △6.3 6,155,579 

営業利益又は営業損失(△) △71,309 669,055 △740,364 － 660,790 

Ⅳ 営業外収益 121,909 121,142 766 0.6 151,832 

Ⅴ 営業外費用 99,518 83,610 15,907 19.0 108,703 

経常利益又は経常損失(△) △48,918 706,586 △755,505 － 703,919 

Ⅵ 特別利益 5,298 19,751 △14,452 △73.2 26,363 

Ⅶ 特別損失 1,086,426 19,200 1,067,226 5,558.5 19,468 

税金等調整前四半期（当期）
純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△） 

△1,130,046 707,138 △1,837,184 － 710,814 

法人税、住民税及び事業税 3,589 260,654     335,906 

法人税等調整額 △262,445 57,469     11,055 

四半期（当期）純利益又は四
半期純損失（△） 

△871,190 389,015 △1,260,205 － 363,853 
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(3）四半期連結株主資本等変動計算書 

当第３四半期連結会計期間（自 平成18年４月１日 至 平成18年12月31日）          （単位：千円） 

(4）四半期連結剰余金計算書 

 
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３月31日 残高 1,857,196 1,577,320 6,101,246 △4,327 9,531,434 

当第３四半期連結会計期間中
の変動額      

剰余金の配当 － － △109,871 － △109,871 

利益処分による役員賞与 － － △23,500 － △23,500 

四半期純損失 － － △871,190 － △871,190 

株主資本以外の項目の当第
３四半期連結会計期間中の
変動額（純額） 

－ － － － － 

当第３四半期連結会計期間中
の変動額合計 － － △1,004,562 － △1,004,562 

平成18年12月31日 残高 1,857,196 1,577,320 5,096,684 △4,327 8,526,872 

 

評価・換算差額等 

純資産合計 その他有価証券 
評価差額金 土地再評価差額金 評価・換算 

差額等合計 

平成18年３月31日 残高 924,966 △1,386,921 △461,954 9,069,479 

当第３四半期連結会計期間中
の変動額     

剰余金の配当 － － － △109,871 

利益処分による役員賞与 － － － △23,500 

四半期純損失 － － － △871,190 

株主資本以外の項目の当第
３四半期連結会計期間中の
変動額（純額） 

△425,124 △924,614 △1,349,738 △1,349,738 

当第３四半期連結会計期間中
の変動額合計 △425,124 △924,614 △1,349,738 △2,354,300 

平成18年12月31日 残高 499,841 △2,311,535 △1,811,693 6,715,178 

  前年同四半期 
（平成18年３月期第３四半期） 

（参考） 
（平成18年３月期） 

区分 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）   

Ⅰ 資本剰余金期首残高 1,577,320   1,577,320 

Ⅱ 資本剰余金四半期期末残高 1,577,320   1,577,320 

    

（利益剰余金の部）   

Ⅰ 利益剰余金期首残高 5,875,271   5,875,271 

Ⅱ 利益剰余金増加高   

四半期（当期）純利益 389,015 389,015 363,853 363,853 

Ⅲ 利益剰余金減少高   

１．配当金 109,878 109,878 

２．役員賞与 28,000 137,878 28,000 137,878 

Ⅳ 利益剰余金四半期末残高 6,126,407   6,101,246 
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(5）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
当四半期 

（平成19年３月期 

第３四半期） 

前年同四半期 

（平成18年３月期 

第３四半期） 

（参考） 

平成18年３月期 

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期（当期）純利益又
は税金等調整前四半期純損失（△） 

△1,130,046 707,138 710,814 

減価償却費 72,977 81,584 108,980 

退職給付引当金の増加額 615 856 1,144 

役員退職金引当金の増加額 12,720 12,720 16,960 

賞与引当金の減少額 △165,989 △145,733 △19,773 

貸倒引当金の増減額（△減少額） 1,231,768 △29,964 △79,522 

売上割戻引当金の減少額 △583 △707 △916 

受取利息及び受取配当金 △22,147 △17,104 △23,756 

支払利息 56,628 40,504 54,465 

投資有価証券評価損 18,601 － － 

有価証券売却益 △26,380 △41,571 △41,571 

固定資産売却損 134 35 35 

固定資産除却損 8,240 14,978 15,187 

役員賞与の支払額 △23,500 △28,000 △28,000 

売上債権の増減額（△増加額） 51,052 △1,008,555 192,046 

たな卸資産の増加額 △1,013,774 △1,119,353 △285,770 

仕入債務の増減額（△減少額） △356,742 657,437 △152,282 

未払消費税等の減少額 △4,396 △45,259 △40,863 

デリバティブ資産評価益 － △679 △4,563 

その他 △56,957 61,001 23,486 

小計 △1,347,778 △860,673 446,102 

利息及び配当金の受取額 22,088 17,611 24,251 

利息の支払額 △58,618 △42,094 △54,897 

法人税等の支払額 △104,440 △429,798 △430,289 

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,488,748 △1,314,954 △14,833 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

有価証券の償還による収入 2,000 － － 

有形固定資産の取得による支出 △9,835 △13,304 △14,482 

有形固定資産の売却による収入 10 10 10 

投資有価証券の取得による支出 △84,907 △126,750 △166,996 

投資有価証券の売却による収入 83,407 121,758 121,758 

貸付による支出 － △1,201 △1,201 

貸付金の回収による収入 2,046 4,241 4,644 

その他 13,890 △6,451 △4,095 

投資活動によるキャッシュ・フロー 6,612 △21,698 △60,363 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の増加額 500,000 1,650,000 500,000 

長期借入れによる収入 1,400,000 200,000 200,000 

長期借入金の返済による支出 △378,750 △522,400 △652,650 

自己株式の取得による支出 － △401 △401 

配当金の支払額 △109,871 △109,878 △109,878 

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,411,378 1,217,320 △62,929 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少
額） 

△70,757 △119,332 △138,126 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,235,432 1,373,558 1,373,558 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,164,674 1,254,226 1,235,432 
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平成19年３月期 第３四半期財務・業績の概況（個別） 

１．四半期財務情報の作成等に係る事項 

① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無    ： 無 

② 最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無    ： 無 

③ 公認会計士又は監査法人による関与の有無       ： 無 

２．平成19年３月期第３四半期財務・業績の概況（平成18年４月１日 ～ 平成18年12月31日） 

(1）経営成績（個別）の進捗状況                            （千円未満切捨て） 

 （注） 売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期増減率を示しております。 

(2）財政状態（個別）の変動状況 

３．平成19年３月期の業績予想（平成18年４月１日 ～ 平成19年３月31日） 

（参考）１株当たり予想当期純損失（通期） △80円09銭 

 当第３四半期までの業績を踏まえ通期業績予想（連結及び個別）を修正しております。同修正の内容及び理由につきま

しては、本日公表いたしました「平成19年３月期通期（連結・個別）業績予想及び期末配当予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

※上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

(財)財務会計基準機構会員

  平成19年２月９日

会社名 ウライ株式会社 （ＪＡＳＤＡＱ・コード番号：２６５８）

（ＵＲＬ http://www.urai.co.jp ）   

問合せ先 代表者役職・氏名 代表取締役社長   裏井 紳介 

     責任者役職・氏名 専務取締役総務統括本部長   稲葉  茂        ＴＥＬ（075）361－0330 

  売上高 営業利益又は営業損失（△） 経常利益又は経常損失（△）

  千円 ％ 千円 ％ 千円 ％ 

19年３月期第３四半期 12,971,850 (△15.1) △29,651  （ － ) △4,896 （ － ) 

18年３月期第３四半期 15,273,564 (△2.0) 692,730 (△30.4) 731,252 (△26.2) 

 （参考）18年３月期 19,949,356   682,268   727,042   

  
第３四半期（当期）純利益 
又は第３四半期純損失（△）

１株当たり第３四半期 
（当期）純利益又は 
第３四半期純損失 

  千円 ％ 円 銭 

19年３月期第３四半期 △844,986 （ － ) △76 91 

18年３月期第３四半期 399,345 (△24.0) 36 34 

（参考）18年３月期 373,328   31 84 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 千円 千円 ％ 円 銭

19年３月期第３四半期 18,569,280 6,791,431 36.6 618 13

18年３月期第３四半期 22,327,240 9,149,583 41.0 832 76

（参考）18年３月期 20,352,978 9,119,528 44.8 827 88

  売上高 経常利益 当期純利益 

  千円 千円 千円 

通   期 16,700,000 △65,000 △880,000 
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２．個別財務諸表等 

(1）四半期貸借対照表 

科目 

当四半期 
（平成19年３月期
第３四半期末）

前年同四半期 
（平成18年３月期
第３四半期末）

増減 
（参考） 

平成18年３月期 

金額（千円） 金額（千円） 
金額 
（千円） 

増減率 
（％） 

金額（千円） 

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金 1,149,287 1,246,995     1,230,137 

２．受取手形 4,032,481 6,342,306     5,395,568 

３．売掛金 3,132,293 3,104,748     2,878,356 

４．たな卸資産 4,622,249 4,438,376     3,606,097 

５．繰延税金資産 335,540 99,275     144,478 

６．その他 182,003 162,938     149,621 

貸倒引当金 △190,000 △27,000     △24,000 

流動資産合計 13,263,856 15,367,640 △2,103,783 △13.7 13,380,259 

Ⅱ 固定資産           

１．有形固定資産           

(1）建物 1,303,314 1,391,280     1,371,119 

(2）土地 1,366,797 1,496,590     1,496,590 

(3）その他 43,170 55,394     52,344 

有形固定資産合計 2,713,282 2,943,265 △229,983 △7.8 2,920,054 

２．無形固定資産           

(1）電話加入権 9,701 9,701     9,701 

無形固定資産合計 9,701 9,701 － － 9,701 

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券 1,663,316 2,313,976     2,345,088 

(2）土地再評価に係る繰
延税金資産 

－ 924,614     924,614 

(3）更生債権等 1,092,800 －     － 

(3）その他 1,146,735 1,035,094     992,655 

貸倒引当金 △1,320,412 △267,052     △219,394 

投資その他の資産合計 2,582,440 4,006,633 △1,424,192 △35.5 4,042,963 

固定資産合計 5,305,423 6,959,599 △1,654,176 △23.8 6,972,718 

資産合計 18,569,280 22,327,240 △3,757,959 △16.8 20,352,978 

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形 3,537,183 4,441,500     3,862,319 

２．買掛金 875,798 1,135,707     900,026 

３．短期借入金 4,886,750 5,715,000     4,513,750 

４．未払法人税等 5,251 32,836     112,744 

６．売上割戻引当金 13,324 14,116     13,907 

５．賞与引当金 105,000 145,000     270,000 

７．その他 304,561 355,979     300,824 

流動負債合計 9,727,868 11,840,140 △2,112,271 △17.8 9,973,572 
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科目 

当四半期 
（平成19年３月期
第３四半期末）

前年同四半期 
（平成18年３月期
第３四半期末）

増減 
（参考） 

平成18年３月期 

金額（千円） 金額（千円） 
金額 
（千円） 

増減率 
（％） 

金額（千円） 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 1,627,250 558,000     479,000 

２．繰延税金負債 173,467 545,833     542,294 

３．役員退職金引当金 225,816 208,856     213,096 

４．その他 23,447 24,827     25,487 

固定負債合計 2,049,980 1,337,516 712,464 53.3 1,259,877 

負債合計 11,777,848 13,177,656 △1,399,807 △10.6 11,233,449 

（資本の部）           

Ⅰ 資本金 － 1,857,196 － － 1,857,196 

Ⅱ 資本剰余金           

１．資本準備金 － 1,577,320     1,577,320 

資本剰余金合計 － 1,577,320 － － 1,577,320 

Ⅲ 利益剰余金           

１．利益準備金 － 220,000     220,000 

２．任意積立金 － 5,436,756     5,436,756 

３．四半期（当期）未処分
利益 

－ 520,556     494,539 

利益剰余金合計 － 6,177,312 － － 6,151,295 

Ⅳ 土地再評価差額金 － △1,386,921 － － △1,386,921 

Ⅴ その他有価証券評価差額
金 

－ 929,004 － － 924,966 

Ⅵ 自己株式 － △4,327 － － △4,327 

資本合計 － 9,149,583 － － 9,119,528 

負債資本合計 － 22,327,240 － － 20,352,978 

（純資産の部）           

Ⅰ 株主資本           

１．資本金 1,857,196 － － － － 

２．資本剰余金           

(1）資本準備金 1,577,320 －     － 

資本剰余金合計 1,577,320 － － － － 

３．利益剰余金           

(1）利益準備金 220,000 －     － 

(2）その他利益剰余金 4,952,937 －     － 

 ①固定資産圧縮積立金 190,788 －     － 

 ②別途積立金 5,480,000 －     － 

 ③繰越利益剰余金 △717,851 －     － 

利益剰余金合計 5,172,937 － － － － 

４．自己株式 △4,327 － － － － 

株主資本合計 8,603,125 － － － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価差
額金 

499,841 － － － － 

２．土地再評価差額金 △2,311,535 － － － － 

評価・換算差額等合計 △1,811,693 － － － － 

純資産合計 6,791,431 － － － － 

負債純資産合計 18,569,280 － － － － 
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(2）四半期損益計算書 

(3）部門別売上高 

 （注） 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

科目 

当四半期 
（平成19年３月期 
第３四半期） 

前年同四半期 
（平成18年３月期 
第３四半期） 

増減 
（参考） 

平成18年３月期 

金額（千円） 金額（千円） 
金額 
（千円） 

増減率 
（％） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 12,971,850 15,273,564 △2,301,713 △15.1 19,949,356 

Ⅱ 売上原価 8,699,123 9,970,318 △1,271,195 △12.7 13,225,485 

売上総利益 4,272,727 5,303,245 △1,030,517 △19.4 6,723,870 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,302,379 4,610,514 △308,135 △6.7 6,041,601 

営業利益 △29,651 692,730 △722,382 － 682,268 

Ⅳ 営業外収益 124,076 122,132 1,943 1.6 153,258 

Ⅴ 営業外費用 99,320 83,610 15,709 18.8 108,485 

経常利益 △4,896 731,252 △736,149 － 727,042 

Ⅵ 特別利益 5,298 19,751 △14,452 △73.2 26,363 

Ⅶ 特別損失 1,118,426 43,200 1,075,226 2,488.9 42,468 

税引前四半期（当期）純利
益又は純損失 

△1,118,023 707,804 △1,825,828 － 710,937 

法人税、住民税及び事業税 3,435 260,500 △257,065 － 335,700 

法人税等調整額 △276,472 47,959 △324,431 － 1,909 

四半期（当期）純利益又は
純損失 

△844,986 399,345 △1,244,331 － 373,328 

区分 

当四半期会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年12月31日） 

前四半期会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年12月31日） 

（参考） 
平成18年３月期 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

きもの 8,127,018 62.7 9,701,469 63.5 12,765,459 64.0 

ジュエリー 2,586,631 19.9 3,409,762 22.3 4,370,339 21.9 

ファッション 2,258,201 17.4 2,162,332 14.2 2,813,557 14.1 

合計 12,971,850 100.0 15,273,564 100.0 19,949,356 100.0 
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