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（百万円未満切捨て）

１．平成20年３月期第１四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年６月30日）

(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第１四半期 2,221 △9.4 230 48.5 255 49.0 115 117.7

19年３月期第１四半期 2,452 7.2 155 △32.4 171 △29.5 52 60.1

19年３月期 9,449 － 523 － 663 － △791 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第１四半期 8 33 － －

19年３月期第１四半期 3 92 － －

19年３月期 △57 77 － －

(2）連結財政状態  

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

20年３月期第１四半期 20,742 15,697 75.7 1,133 23

19年３月期第１四半期 23,672 17,039 72.0 1,259 51

19年３月期 21,098 15,789 74.8 1,139 90

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期第１四半期 797 △46 △507 2,706

19年３月期第１四半期 △297 △194 67 2,611

19年３月期 1,330 △832 △1,094 2,463
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２．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）

 第１四半期の業績は予定通り推移しており、平成19年５月22日に公表しました業績予想の見直しはおこなっておりま

せん。

３．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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループが判断したものであり、多分に不確定な

要素を含んでおります。実際の業績は経済情勢等今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。

アールビバン株式会社 (7523) 平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況

－ 2 －



【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第1四半期におけるわが国の経済は、引き続き好調な企業業績を背景に、設備投資の堅調な推移、雇用情勢の改善に

より、個人消費にも明るさが見えてまいりました。

　一方、金利の上昇懸念、原油・原材料費の上昇、年金給付問題等の不安定要素の中、消費者が好況感を実感できず、

消費の完全回復には至らず、個人消費は引き続き伸び悩んでいる状況です。

　このような状況のもと、当社グループは、新規顧客の開拓と営業効率の向上に努めてまいりました結果、当第1四半期

連結会計期間の連結業績は、売上高2,221百万円（前年同月比9.4％減）、営業利益230百万円（同48.5％増）、経常利益

255百万円（同49.0％増）、四半期純利益115百万円（同117.7％増）となり、売上高は減収であったものの、経費削減に

より利益面では増益になりました。

◆アート関連事業

　顧客優待展である「ジャパンアートエキスポ」を中心催事と位置付け、週末を中心としたショッピングセンター、イ

ベント会場での展示販売会を開催し、特に新規顧客の獲得を主眼においた営業活動に注力してまいりました。さらに、

経費削減に努めてまいりました結果、売上高1,386百万円（同20.9％減）、営業利益99百万円（同2,944.3％増）となり、

売上高は減収となりましたが、利益面では増益となりました。

◆金融サービス事業

　引き続き当社の顧客中心に販売代金等の割賦販売斡旋業務を行ってまいりましたが、新規取扱高の減少に伴い、割賦

繰延利益の収益計上額が減少いたしました。その結果、売上高は317百万円（同3.4％減）となり、営業利益は199百万円

（同1.1％増）となりました。

◆リゾート事業

　６月が株主優待券の最終月という事もあり、当第1四半期は、ホテルの稼働率が大幅にアップし、料飲部門も利用人数

が高まり、その結果、売上高は371百万円（同13.0％増）、営業利益は4百万円（前年同期は24百万円の営業損失）とな

りました。

◆健康産業事業

　ヨーガ教室は引続き横浜店は好調だったものの、吉祥寺店・川崎店については計画未達となりました。また、「カル

ナ　フィットネス＆スパ」については、着実に会員数を増やしているものの、営業費用を回収するには至っておりませ

ん。 その結果、売上高97百万円、営業損失は78百万円となりました。

◆その他の事業

　家具販売事業、出版事業の売上高は72百万円となりましたが、営業費用を賄えず13百万円の営業損失となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　 当第１四半期末における総資産は、20,742百万円と、前連結会計年度末に比べ356百万円減少しております。

 また、純資産は15,697百万円となり、自己資本比率は75.7％と当四半期において0.9ポイント改善し、前連結会計年度

とほぼ同水準を維持しております。

 キャッシュフローの状況につきましては、当第1四半期末における現金及び現金同等物は2,706百万円となり、前連結会

計年度末と比較して243百万円の増加となりました。 

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益253百万円、売上債権の減少額735百万円等あった

ものの、割賦繰延利益の減少額240百万円等により797百万円の収入となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出30百万円等により46百万円の支出となりまし

た。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額300百万円、配当金の支払207百万円等により507百万円の

支出となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

第1四半期における業績は予定通り推移しており、中間及び通期の業績予想につきましては、平成19年５月22日に公表

しました当初予想から変更しておりません。
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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）

  該当事項はありません。

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

引当金の計上基準等につきまして、一部簡便的な方法によっております。

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

（減価償却方法の変更）

　当四半期会計期間より、法人税法の改正に伴い、平成19年４月１日以降取得資産の減価償却の計算方法につい

ては、改正後の法人税法に定める方法によっております。

なお、これに伴う営業利益、経常利益及び四半期利益に与える影響は軽微であります。
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５．四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

増減
（参考）

平成19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 2,611,574 2,706,521 94,946 3.6 2,463,467

２．受取手形及び売
掛金

12,979,948 10,533,892 △2,446,056 △18.8 11,269,874

３．たな卸資産 1,585,192 718,452 △866,740 △54.7 766,485

４．前払費用 766,482 660,833 △105,648 △13.8 707,222

５．その他 744,029 1,120,155 376,125 50.6 887,170

貸倒引当金 △3,810 △1,924 1,886 △49.5 △1,924

流動資産合計 18,683,417 15,737,930 △2,945,486 △15.8 16,092,296

Ⅱ　固定資産      

(1）有形固定資産      

１．建物及び構築物 1,273,881 1,903,152 629,270 49.4 1,914,158

２．土地 533,398 533,398 － － 533,398

３．建設仮勘定 177,014 － △177,014 △100.0 －

４．その他 285,730 302,844 17,114 6.0 306,704

有形固定資産合
計

2,270,025 2,739,395 469,370 20.7 2,754,261

(2）無形固定資産      

１．連結調整勘定 4,700 － △4,700 △100.0 －

２．その他 36,468 43,225 6,757 18.5 43,940

無形固定資産合
計

41,168 43,225 2,057 5.0 43,940

(3）投資その他の資
産

     

１．投資有価証券 1,940,094 1,422,354 △517,739 △26.7 1,409,286

２．敷金及び保証金 443,533 450,462 6,929 1.6 449,888

３．その他 365,687 415,199 49,512 13.5 415,628

投資損失引当金 △14,305 － 14,305 △100.0 －

貸倒引当金 △58,411 △66,451 △8,040 13.8 △66,451

投資その他の資
産合計

2,676,597 2,221,565 △455,031 △17.0 2,208,351

固定資産合計 4,987,791 5,004,186 16,395 0.3 5,006,554

Ⅲ　繰延資産 1,675 － △1,675 △100.0 －

資産合計 23,672,883 20,742,117 2,930,766 △12.4 21,098,851
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科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

増減
（参考）

平成19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．買掛金 108,923 174,689 65,766 60.4 161,524

２．短期借入金 1,200,000 － △1,200,000 △100.0 300,000

３．未払法人税等 210,278 151,986 △58,291 △27.7 60,900

４．割賦繰延利益 3,414,798 2,830,705 △584,093 △17.1 3,070,982

５．その他 1,336,991 1,502,151 165,160 12.4 1,334,615

流動負債合計 6,270,991 4,659,533 △1,611,457 △25.7 4,928,023

Ⅱ　固定負債      

１．役員退職慰労引
当金

302,023 316,664 14,641 4.8 312,464

２．その他 60,656 68,450 7,793 12.8 68,448

固定負債合計 362,679 385,115 22,435 6.2 380,912

負債合計 6,633,671 5,044,648 △1,589,022 △24.0 5,308,936

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

　１．資本金 1,656,000 1,656,000 － － 1,656,000

　２．資本剰余金 6,598,200 6,706,301 108,101 1.6 6,706,301

　３．利益剰余金 9,447,555 8,302,669 △1,144,885 △12.1 8,395,116

　４．自己株式 △1,302,937 △1,085,146 217,791 △16.7 △1,085,146

　　株主資本合計 16,398,818 15,579,825 △818,993 △5.0 15,672,272

Ⅱ　評価・換算差額等      

１．その他有価証券
評価差額金

283,900 117,642 △166,257 △58.6 117,642

　　評価・換算差額等
合計

283,900 117,642 △166,257 △58.6 117,642

Ⅲ　少数株主持分 356,492 － △356,492 △100.0 －

純資産合計 17,039,211 15,697,468 △1,341,743 △5.9 15,789,914

負債・純資産合計 23,672,883 20,742,117 △2,930,766 △12.4 21,098,851

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

増減
（参考）

平成19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 2,452,735 2,221,296 △231,438 △9.4 9,449,150

Ⅱ　売上原価 877,498 934,523 57,024 6.5 3,815,006

売上総利益 1,575,237 1,286,773 △288,463 △18.3 5,634,143

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

1,419,849 1,056,055 △363,793 △25.6 5,110,555

営業利益 155,387 230,717 75,329 48.5 523,588

Ⅳ　営業外収益      

１．受取配当金 2,313 6,153 3,840 166.0 17,222

２．その他 16,056 18,541 2,484 15.5 128,041

営業外収益合計 18,369 24,695 6,325 34.4 145,264

Ⅴ　営業外費用 2,564 288 △2,275 △88.8 4,967

経常利益 171,193 255,124 83,930 49.0 663,884

Ⅵ　特別利益 － － － － 1,553

Ⅶ　特別損失      

１．商品評価損 － － － － 667,162

２．事業所閉鎖損 － 171 171 － 185,818

３．その他 258 1,586 1,327 513.1 175,239

特別損失合計 258 1,758 1,499 579.4 1,028,220

税金等調整前四半
期（当期）純利益
（△純損失）

170,934 253,366 82,431 48.2 △362,782

税金費用 107,055 138,033 30,977 28.9 406,650

少数株主利益 10,911 － △10,911 △100.0 22,257

四半期（当期）純
利益（△純損失）

52,967 115,333 62,365 117.7 △791,690

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

当第１四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年６月30日）

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19年3月31日　残高
（千円）

1,656,000 6,706,301 8,395,116 △1,085,146 15,672,272

第１四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）２   △207,779  △207,779

四半期純利益（△純損失）   115,333  115,333

自己株式の取得      

自己株式の処分      

株主資本以外の項目の第１四半期
連結会計期間中の変動額（純額）

    －

第１四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － △92,446 － △92,446

平成19年6月30日　残高
（千円）

1,656,000 6,706,301 8,302,669 △1,085,146 15,579,825

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年3月31日　残高
（千円）

117,642 117,642 15,789,914

第１四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）２   △207,779

四半期純利益（△純損失）   115,333

自己株式の取得    

自己株式の処分    

株主資本以外の項目の第１四半期
連結会計期間中の変動額（純額）

  －

第１四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － △92,446

平成19年6月30日　残高
（千円）

117,642 117,642 15,697,468

 （注）１.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

 ２.平成19年６月の定期株主総会における利益処分項目であります。
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（参考）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

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
（千円）

1,656,000 6,598,200 9,597,514 △1,302,937 16,548,777

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当　(注）２   △202,926  △202,926

剰余金の配当   △207,781  △207,781

当期純利益（△純損失）   △791,690  △791,690

自己株式の取得    △101 △101

自己株式の処分  108,101  217,893 325,994

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計　
（千円）

－ 108,101 △1,202,398 217,791 △876,505

平成19年3月31日　残高
（千円）

1,656,000 6,706,301 8,395,116 △1,085,146 15,672,272

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日　残高
（千円）

283,900 283,900 348,644 17,181,322

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当　（注）２    △202,926

剰余金の配当    △207,781

当期純利益（△純損失）    △791,690

自己株式の取得    △101

自己株式の処分    325,994

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

△166,257 △166,257 △348,644 △514,902

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△166,257 △166,257 △348,644 △1,391,407

平成19年3月31日　残高
（千円）

117,642 117,642 － 15,789,914

 （注）１.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

 ２.平成18年６月の定期株主総会における利益処分項目であります。
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
前年同四半期

（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

（参考）
平成19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
（△純損失）

170,934 253,366 △362,782

減価償却費 51,706 48,070 223,500

売上債権の減少額
（△増加額）

△317,417 735,982 1,392,655

たな卸資産の減少額
（△増加額）

△8,220 48,033 810,486

割賦繰延利益の増加
額（△減少額）

65,653 △240,277 △278,162

その他 140,277 △473 251,784

小計 102,933 844,702 2,037,482

法人税等の支払額 △397,345 △49,658 △704,710

その他 △2,657 2,360 △2,442

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△297,069 797,404 1,330,329

Ⅱ　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

△170,144 △30,141 △908,307

投資事業組合からの
分配による収入

14,822 37,658 188,036

投資事業組合への払
込による支出

△2,062 △7,726 △10,291

その他 △37,527 △46,361 △102,137

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△194,912 △46,571 △832,698
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前年同四半期

（平成19年３月期
第１四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

（参考）
平成19年３月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入金純増減額 300,000 △300,000 △600,000

配当金の支払額 △202,926 △207,779 △410,708

その他 △30,063 － △83,670

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

67,010 △507,779 △1,094,378

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

－ － 7,838

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）

△424,971 243,053 △588,908

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

3,036,545 2,463,467 3,036,545

Ⅶ　合併に伴う現金及び現
金同等物増加額

－ － 15,830

Ⅷ　現金及び現金同等物の
期末残高

2,611,574 2,706,521 2,463,467

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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(5）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期（平成19年３月期第1四半期）

 
アート関連
事業
（千円）

金融サービ
ス事業
（千円）

リゾート事
業
（千円）

その他の事
業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 1,753,104 328,371 329,006 56,348 2,466,830 (14,095) 2,452,735

営業費用 1,749,846 130,607 353,576 106,752 2,340,782 (43,435) 2,297,347

営業利益

（又は△損失）
3,258 197,763 △24,570 △50,404 126,048 29,339 155,387

当四半期（平成20年３月期第1四半期）

 
アート関
連事業
（千円）

金融サー
ビス事業
（千円）

リゾート
事業
（千円）

健康産業
事業
（千円）

その他の
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 1,386,895 317,281 371,616 97,428 72,576 2,245,799 (24,502) 2,221,296

営業費用 1,287,712 117,354 367,134 176,334 85,621 2,034,158 (43,579) 1,990,578

営業利益

（又は△損失）
99,182 199,927 4,482 △78,905 △13,044 211,641 19,076 230,717

（注）前年同四半期連結会計期間において「その他の事業」に含めていた健康産業事業はその重要性が増したため区分

掲記することとしました。なお、前年同四半期連結会計期間における健康産業事業の売上高は24,351千円、営業損

失は12,254千円であります。 

（参考）前期（平成19年３月期）

 
アート関
連事業
（千円）

金融サー
ビス事業
（千円）

リゾート
事業
（千円）

家具販売
事業
（千円）

健康産業
事業
（千円）

その他の
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 6,310,815 1,304,018 1,436,549 93,582 216,074 120,146 9,481,186 (32,036) 9,449,150

営業費用 6,112,254 517,780 1,480,310 209,247 508,925 237,405 9,065,924 (140,362) 8,925,562

営業利益

（又は

　△損失）

198,561 786,237 △43,761 △115,664 △292,851 △117,258 415,262 108,325 523,588

〔所在地別セグメント情報〕

前年同四半期及び当四半期

　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

〔海外売上高〕

前年同四半期及び当四半期

　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

アールビバン株式会社 (7523) 平成 20 年３月期 第１四半期財務・業績の概況

－ 12 －


