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代   表   者 代表取締役社長      原  信一 
問 合 せ 先 責 任 者 常務取締役経営企画室管掌 山岸 豊後 Ｔ Ｅ Ｌ  (0258)66－6712 
 

（百万円未満切捨て） 

１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年12月31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３四半期 84,646 (   6.3) 2,704 (△20.9) 2,854 (△18.6) 995 (△28.4)

19 年３月期第３四半期 79,652 ( 35.2) 3,418 (  45.2) 3,508 (  55.2) 1,390 ( 123.0)

19 年３月期 104,325 3,794 3,747  1,218 
 

 
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３四半期 55.26 － 

19 年３月期第３四半期 77.22 － 

19 年３月期 67.65 － 

(注) ① 持分法投資損益 
20年３月期第３四半期    27百万円  19年３月期第３四半期   △11百万円  19年３月期  △138百万円 

② 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、潜在株式がありませんので記載しておりません。 
 
（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３四半期 51,262 20,773 40.5 1,153.80 

19 年３月期第３四半期 47,966 20,298 42.3 1,127.38 

19 年３月期 47,627 20,190 42.4 1,121.34 

(注) 自己資本 
20年３月期第３四半期 20,773百万円  19年３月期第３四半期  20,298百万円  19年３月期 20,190百万円 

 
（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
四半期末(期末)残高

 百万円 百万円 百万円 百万円

20 年３月期第３四半期 3,686 △4,486 2,469 7,677 

19 年３月期第３四半期 4,667 △2,522 △124 7,026 

19 年３月期 4,778 △3,826 49 6,006 

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間 
  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭  円 銭

19年３月期  －  10.00  －  13.00  23.00 

20年３月期      －  10.00  －  

20年３月期（予想）        14.00 
 24.00 

 
３．20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） 

（％表示は対前期増減率） 

 
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 110,000（  5.4） 3,500（△7.8） 3,500（△6.6） 1,400（ 14.9） 77.56 
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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）   無 
 
（２）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無   無 
 
（３） 近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無 

① 会計基準等の改正に伴う変更   有 
② ①以外の変更          無 

（注）詳細は、16ページ「４．（要約）四半期連結財務諸表 （６）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 ① 会計処理の変更」をご参照ください。 

 
（４）期中平均株式数（普通株式） 

20年３月期第３四半期 18,004,895株  19年３月期第３四半期 18,005,534株  19年３月期 18,005,215株 
 
（５）発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 
20年３月期第３四半期 18,014,239株  19年３月期第３四半期 18,014,239株  19年３月期 18,014,239株 

② 期末自己株式数株 
20年３月期第３四半期      9,641株  19年３月期第３四半期      9,038株  19年３月期      9,024株 

 
 
（参考）個別業績の概要 

 
１．平成20年３月期第３四半期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 
 
（１）個別経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率） 

 営業収益 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３四半期 1,437 ( 144.0) 808 ( 328.7) 838 ( 323.7) 814 ( 422.9)

19 年３月期第３四半期 589 (△99.0) 188 (△90.3) 197 (△90.2) 155 (△83.7)

19 年３月期 724 173 180  83 
 

 
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３四半期 45.24 － 

19 年３月期第３四半期 8.65 － 

19 年３月期 4.61 － 

(注) 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、潜在株式がありませんので記載しておりません。 

 
（２）個別財政状態 

 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３四半期 25,952 16,482 63.5 915.44 

19 年３月期第３四半期 19,381 16,155 83.4 897.26 

19 年３月期 20,289 16,082 79.3 893.22 

(注) 自己資本 
20年３月期第３四半期 16,482百万円  19年３月期第３四半期 16,155百万円  19年３月期 16,082百万円 

 
２．20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日） 

（％表示は対前期増減率） 

 
営業収益 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 1,650（ 127.9） 850（ 389.0） 850（ 369.8） 800（ 862.1） 44.43 
 

 

 

 

 

 

（注）上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る

本資料発表日現在における仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異な

る結果となる可能性があります。なお、上記予想に関する事項は添付資料４ページをご参照ください。 
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【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３四半期におけるわが国経済は、原油価格の高騰等により物価全般の上昇傾向が顕著に現れております。 

 このような状況において、当第３四半期における当社グループの連結業績は、連結売上高が846億46百万円（前年

同期比6.3％増）、連結営業利益が27億４百万円（前年同期比20.9％減）、連結経常利益が28億54百万円（前年同期比

18.6％減）、連結四半期純利益が９億95百万円（前年同期比28.4％減）となりました。 

 連結売上高、連結営業利益につきましては、以下に記載いたします事業の種類別セグメントの業績に係る要因によ

り変動しております。 

 連結経常利益につきましては、連結営業利益が減少した結果、前年同期を下回っております。 

 また、特別損失に収益性が低下した店舗や閉鎖を決定した店舗に係る固定資産の減損損失６億19百万円、商品券に

関する会計基準の変更に伴う過年度商品券計上損73百万円、平成19年７月に発生した新潟県中越沖地震の被災による

地震損失２億28百万円等を計上した結果、連結四半期純利益は前年同期を下回りました。 

 

 事業の種類別セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。なお、各セグメントの業績値につきましては、

セグメント間の内部取引高を含めて表示しております。 

(1) スーパーマーケット事業 

 売上高につきましては、前連結会計年度と当四半期に新規出店した効果により前年同期に比べ6.3％増加し835

億69百万円となりました。しかしながら、売上総利益につきましては、他社競合状況を見据えた販売政策や商品の

仕入価額が上昇したことにより、売上総利益率が前年同期に比べ0.8％低下した結果、微増となりました。 

 営業利益につきましては、店舗オペレーションにおける投入作業人時の増加や昨今の雇用情勢から人件費が増加

した結果、前年同期に比べ29.5％減少し25億59百万円となりました。 

 スーパーマーケット事業の主要２社の営業状況を示すと以下のとおりであります。 

項目 原信 ナルス 

店舗数   47店舗 （前年同期比  4店舗増）  16店舗 （前年同期比  2店舗減）

全店  64,814百万円 （前年同期比  108.3％）  15,221百万円 （前年同期比   98.7％）
店舗売上高 

既存店  60,302百万円 （前年同期比  100.9％）  15,187百万円 （前年同期比   98.8％）

全店  3,641万人 （前年同期比  107.5％）  828万人 （前年同期比  100.2％）
来店客数 

既存店  3,401万人 （前年同期比  100.6％）  827万人 （前年同期比   98.3％）

買上点数 全店  10.36点 （前年同期比  101.7％）  10.75点 （前年同期比   98.9％）

客単価 全店  1,780円 （前年同期比  100.7％）  1,837円 （前年同期比   98.4％）

（注）１ 店舗数は、当四半期末現在の設置店舗数であります。 

   ２ 店舗売上高及び客単価に消費税等は含まれておりません。 

   ３ 店舗売上高には営業収入は含まれておりません。 

   ４ 既存店は、店舗開設より満 13 ヶ月以上を経過した店舗であります。 

   ５ 買上点数は、お客様一人当たりが一回のお買い物でお買い上げになる商品数の平均であります。 

   ６ 客単価は、お客様が一回のお買い物でお買い上げになった金額の平均であります。 

(2) その他の事業 

 売上高につきましては、前年同期に比べ15.2％増加し35億86百万円となりました。また、営業利益につきまし

ては、前年同期に比べ22.3％減少し２億54百万円となりました。 

 これは主に、フードサービス事業において新規出店を１店舗行ったことによるものであります。 
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２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1) 財政状態（連結）の変動状況 

 当第３四半期末における総資産は、前年同期末現在に比べ32億95百万円増加し512億62百万円となり、純資産は

前年同期末に比べ４億74百万円増加し207億73百万円となりました。この結果、自己資本比率は前年同期末に比べ

1.8ポイント減少し、40.5％となりました。 

 この変動の主な要因は、新物流拠点の建設資金等に使用するための資金調達を行ったことにより、総負債が前年

同期末に比べ10.2％増加し304億88百万円となったことによるものであります。 

(2) 連結キャッシュ・フローの状況 

 当第３四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、｢資金｣という。）は、前連結会計年度末に比

べ16億70百万円増加し、76億77百万円となりました。 

 各キャッシュ・フローの状況を示すと、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は36億86百万円となり、前年同期に比べ９億80百万円（前年同期比21.0％減）減

少いたしました。 

 これは主に、課税所得の増加による法人税等の納税額増加と前連結会計年度に新設した子会社である（株）原

信が年間の税額を一括納付したことにより、法人税等の支払額が20億69百万円（前年同期比90.3％増）となった

ことによるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は44億86百万円となり、前年同期に比べ19億64百万円（前年同期比77.9％増）増

加いたしました。 

 これは主に、スーパーマーケット事業の前連結会計年度の３月に新規出店した１店舗及び当四半期に新規出店

した３店舗と改装１店舗への投資、新規に建設中の物流拠点への投資により有形固定資産の取得による支出が35

億84百万円（前年同期比81.2％増）となったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は24億69百万円（前年同期は、財務活動の結果使用した資金が１億24百万円）と

なりました。 

 これは主に、運転資金及び設備投資に使用するための資金調達を行ったことにより、長期借入れによる収入が

53億円（前年同期比120.8％増）となったことによるものであります。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 当第３四半期の業績は、概ね計画どおり推移しており、公表しております通期の業績予想に変更はありません。 

 なお、当社は平成19年５月８日に公表した当初の業績予想を、平成19年10月29日に修正しております。修正の理由

につきましては、同日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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４．（要約）四半期連結財務諸表 

 

（１）（要約）四半期連結貸借対照表 

（単位 百万円、％） 

前年同四半期末 当四半期末 （参考）前期末 

(
平成19年３月期

第３四半期末) (
平成20年３月期

第３四半期末)
増減 

（平成19年３月期末）科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産 13,440 28.0 13,288 25.9 △151 1.1 12,342 25.9

１ 現金及び預金 7,028 7,679 650  6,008 

２ 売掛金 255 334 78  227 

３ 有価証券 5 5 △0  5 

４ たな卸資産 2,796 3,000 204  2,584 

５ 未収法人税等 503 263 △240  502 

６ 繰延税金資産 472 252 △220  621 

７ その他 2,417 1,757 △659  2,431 

 貸倒引当金 △39 △4 34  △39 

Ⅱ 固定資産 34,526 72.0 37,973 74.1 3,447 10.0 35,284 74.1

１ 有形固定資産 23,893 26,500 2,606  24,745 

(1) 建物及び構築物 10,762 11,443 681  11,042 

(2) 器具備品 1,608 － △1,608  － 

(3) 土地 10,716 11,399 682  11,206 

(4) その他 805 3,657 2,851  2,495 

２ 無形固定資産 2,617 2,560 △57  2,550 

(1) のれん 1,265 1,147 △117  1,190 

(2) その他 1,352 1,412 60  1,359 

３ 投資その他の資産 8,014 8,913 898  7,988 

(1) 投資有価証券 1,670 1,667 △2  1,656 

(2) 長期貸付金 131 720 589  127 

(3) 繰延税金資産 319 388 68  337 

(4) 敷金・保証金 4,556 4,715 159  4,597 

(5) その他 1,337 1,421 84  1,269 

貸倒引当金 △0 △0 0  △0 

資産合計 47,966 100.0 51,262 100.0 3,295 6.9 47,627 100.0
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前年同四半期末 当四半期末 （参考）前期末 

(
平成19年３月期

第３四半期末) (
平成20年３月期

第３四半期末)
増減 

（平成19年３月期末）科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債 17,012 35.5 19,336 37.7 2,323 13.7 17,522 36.8

１ 支払手形及び買掛金 8,293 － △8,293  － 

２ 買掛金 － 9,148 9,148  6,943 

３ 短期借入金 1,370 1,620 250  870 

４ 一年内償還予定の社債 368 664 296  368 

５ 一年内返済予定の長期借入金 3,023 4,919 1,896  4,480 

６ 未払法人税等 1,301 77 △1,224  1,657 

７ ポイントカード引当金 15 9 △5  12 

８ 役員賞与引当金 109 94 △15  105 

９ 賞与引当金 226 244 17  586 

10 その他 2,304 2,559 255  2,498 

Ⅱ 固定負債 10,654 22.2 11,152 21.8 497 4.7 9,914 20.8

１ 社債 2,379 1,715 △664  2,230 

２ 長期借入金 4,795 6,081 1,285  4,200 

３ 役員退職慰労引当金 652 － △652  652 

４ リース資産減損勘定 63 30 △32  51 

５ 預り保証金 2,463 2,378 △84  2,394 

６ その他 301 946 644  385 

負債合計 27,667 57.7 30,488 59.5 2,820 10.2 27,437 57.6

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本 19,975 41.6 20,383 39.8 407 2.0 19,803 41.6

１ 資本金 3,159 3,159 －  3,159 

２ 資本剰余金 6,405 6,405 －  6,405 

３ 利益剰余金 10,417 10,826 408  10,245 

４ 自己株式 △7 △8 △1  △7 

Ⅱ 評価・換算差額等 322 0.7 390 0.7 67 20.9 386 0.8

１ その他有価証券評価差額金 322 390 67  386 

純資産合計 20,298 42.3 20,773 40.5 474 2.3 20,190 42.4

負債、純資産合計 47,966 100.0 51,262 100.0 3,295 6.9 47,627 100.0
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（２）（要約）四半期連結損益計算書 

（単位 百万円、％） 

前年同四半期 当四半期 （参考）前期 

(
平成19年３月期

第 ３ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 ３ 四 半 期  )
増減 

（平成19年３月期）科目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率 金額 百分比 

Ⅰ 売上高 79,652 100.0 84,646 100.0 4,993 6.3 104,325 100.0
Ⅱ 売上原価 57,345 72.0 61,696 72.9 4,351 7.6 75,020 71.9

売上総利益 22,306 28.0 22,949 27.1 642 2.9 29,305 28.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 18,888 23.7 20,244 23.9 1,356 7.2 25,510 24.5
１ ポイントカード引当金繰入額 － 9 9  － 
２ 従業員給料 2,864 3,167 302  3,963 
３ 雑給 4,612 5,258 646  6,249 
４ 役員賞与引当金繰入額 109 94 △15  105 
５ 賞与 947 1,000 53  954 
６ 賞与引当金繰入額 220 233 12  582 
７ 退職給付引当金繰入額 26 － △26  51 
８ 賃借料 364 356 △8  484 
９ 地代家賃 1,910 2,024 113  2,548 
10 減価償却費 1,088 1,250 162  1,525 
11 のれん償却額 223 233 9  297 
12 貸倒引当金繰入額 39 1 △38  38 
13 その他 6,481 6,615 134  8,707 

営業利益 3,418 4.3 2,704 3.2 △714 △20.9 3,794 3.6

Ⅳ 営業外収益 230 0.3 320 0.4 89 38.7 275 0.3
１ 受取利息 27 39 12  39 
２ 受取配当金 37 48 11  37 
３ 持分法による投資利益 － 27 27  － 
４ 投資事業組合利益 － － －  6 
５ 補助金収入 81 － △81  81 
６ テナント解約違約金収入 － 55 55  － 
７ その他 85 148 63  112 

Ⅴ 営業外費用 141 0.2 170 0.2 29 20.7 323 0.3
１ 支払利息 99 128 28  133 
２ 持分法による投資損失 11 － △11  138 
３ 保証金繰上償還手数料 16 － △16  － 
４ その他 13 41 27  50 

経常利益 3,508 4.4 2,854 3.4 △653 △18.6 3,747 3.6

Ⅵ 特別利益 82 0.1 137 0.2 55 67.1 82 0.1
１ 固定資産売却益 11 0 △11  11 
２ 投資有価証券売却益 － 4 4  － 
３ 退職給付引当金取崩益 4 － △4  4 
４ 雪害保険金収入 65 － △65  65 
５ 地震保険金収入 － 55 55  － 
６ 土地取得補助金収入 － 76 76  － 

Ⅶ 特別損失 850 1.1 995 1.2 145 17.1 1,053 1.0
１ 固定資産除却損 67 11 △55  79 
２ 投資有価証券売却損 － 0 0  － 
３ 固定資産撤去費用 21 33 12  33 
４ 持分法による持分変動損失 － 28 28  － 
５ 過年度商品券計上損 － 73 73  － 
６ リース解約損失 － － －  64 
７ 減損損失 702 619 △82  702 
８ 退職年金制度終了損 － － －  113 
９ 雪害損失 59 － △59  59 
10 地震損失 － 228 228  － 

税金等調整前四半期（当期）純利益 2,740 3.4 1,996 2.4 △744 △27.2 2,776 2.7

法人税、住民税及び事業税 1,298 1.6 777 0.9 △521 △40.2 1,630 1.6
法人税等調整額 51 0.1 224 0.3 172 334.7 △72 △0.1

四半期（当期）純利益 1,390 1.7 995 1.2 △395 △28.4 1,218 1.2
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（３）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

 

前年同四半期（平成19年３月期第３四半期） （単位 百万円） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

株主資本 

合計 

その他有価証

券評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産 

合計 

平成18年３月31日残高 3,159 4,606 9,808 △1,327 16,247 362 362 16,609

四半期中の変動額     

 株式交換による増加  1,799 1,799   1,799

 剰余金の配当   △393 △393   △393

 利益処分による役員賞与   △33 △33   △33

 四半期純利益   1,390 1,390   1,390

 自己株式の取得   △0 △0   △0

 自己株式の処分   △354 1,321 966   966

 株主資本以外の項目の四

半期中の変動額（純額） 
  △39 △39 △39

四半期中の変動額合計 － 1,799 608 1,320 3,728 △39 △39 3,689

平成18年12月31日残高 3,159 6,405 10,417 △7 19,975 322 322 20,298

 

当四半期（平成20年３月期第３四半期） （単位 百万円） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

株主資本 

合計 

その他有価証

券評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産 

合計 

平成19年３月31日残高 3,159 6,405 10,245 △7 19,803 386 386 20,190

四半期中の変動額     

 剰余金の配当   △414 △414   △414

 四半期純利益   995 995   995

 自己株式の取得   △0 △0   △0

 株主資本以外の項目の四

半期中の変動額（純額） 
  3 3 3

四半期中の変動額合計 － － 580 △0 580 3 3 583

平成19年12月31日残高 3,159 6,405 10,826 △8 20,383 390 390 20,773

 

前期（平成19年３月期） （単位 百万円） 

株主資本 評価・換算差額等 

 
資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 

株主資本 

合計 

その他有価証

券評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

純資産 

合計 

平成18年３月31日残高 3,159 4,606 9,808 △1,327 16,247 362 362 16,609

連結会計年度中の変動額     

 株式交換による増加  1,799 1,799   1,799

 剰余金の配当   △393 △393   △393

 利益処分による役員賞与   △33 △33   △33

 当期純利益   1,218 1,218   1,218

 自己株式の取得   △1 △1   △1

 自己株式の処分   △354 1,321 966   966

 株主資本以外の項目の連結

会計年度中の変動額（純額） 
  24 24 24

連結会計年度中の変動額合計 － 1,799 436 1,320 3,556 24 24 3,580

平成19年３月31日残高 3,159 6,405 10,245 △7 19,803 386 386 20,190
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（４）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位 百万円） 

前年同四半期 当四半期 （参考）前期 

(
平成19年３月期

第 ３ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 ３ 四 半 期  )
増減 

（平成19年３月期）科目 

金額 金額 金額 金額 
Ⅰ 営業活動による 
  キャッシュ・フロー  

１ 税金等調整前 
  四半期（当期）純利益 2,740 1,996 △744 2,776

２ 減価償却費 1,111 1,273 161 1,556

３ 減損損失 702 619 △82 702

４ のれん償却額 223 233 9 297

５ 貸倒引当金の増減額 
（△は減少） 37 △34 △72 37

６ ポイントカード引当金の増減額 
  （△は減少） △10 △2 8 △13

７ 役員賞与引当金の増減額 
  （△は減少） 109 △11 △121 105

８ 賞与引当金の増減額 
（△は減少） △315 △342 △26 44

９ 退職給付引当金の増減額 
（△は減少） △13 － 13 △13

10 役員退職慰労引当金の増減額 
（△は減少） △14 － 14 △14

11 受取利息及び受取配当金 △64 △88 △24 △76

12 支払利息 99 128 28 133

13 持分法による投資損益 
（△は利益） 11 △27 △39 138

14 投資有価証券売却益 － △4 △4 －

15 投資有価証券売却損 － 0 0 －

16 持分法による持分変動損益 
（△は利益） － 28 28 －

17 固定資産売却益 △11 △0 11 △11

18 固定資産除却損 67 11 △55 79

19 雪害保険金収入 △65 － 65 △65

20 地震保険金収入 － △55 △55 －

21 売上債権の増減額 
（△は増加） △114 △107 7 △86

22 たな卸資産の増減額 
（△は増加） △409 △409 0 △197

23 仕入債務の増減額 
（△は減少） 2,101 2,204 103 751

24 未収消費税等及び未払消費税等の純増減額
（△は減少） 114 △119 △233 122

25 役員賞与の支払額 △33 － 33 △33

26 その他 △538 468 1,007 △377

小計 5,726 5,759 33 5,853

27 利息及び配当金の受取額 51 72 20 61

28 利息の支払額 △88 △130 △42 △129

29 災害保険金の受取額 65 55 △10 65

30 法人税等の支払額 △1,087 △2,069 △981 △1,072

営業活動による 
キャッシュ・フロー 4,667 3,686 △980 4,778
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前年同四半期 当四半期 （参考）前期 

(
平成19年３月期

第 ３ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 ３ 四 半 期  )
増減 

（平成19年３月期）科目 

金額 金額 金額 金額 
Ⅱ 投資活動による 
  キャッシュ・フロー  

１ 固定性預金の純増減額 
（△は増加） △0 △0 △0 △0

２ 有価証券の取得による支出 △5 △0 4 △5

３ 有価証券の売却による収入 38 0 △37 38

４ 有形固定資産の取得による支出 △1,978 △3,584 △1,606 △3,257

５ 有形固定資産の売却による収入 56 15 △41 53

６ 無形固定資産の取得による支出 △272 △385 △113 △333

７ 無形固定資産の売却による収入 295 215 △80 345

８ 投資有価証券の取得による支出 △21 △10 11 △21

９ 投資有価証券の売却による収入 0 5 5 0

10 連結範囲の変更を伴う 
  子会社株式の取得による支出 － △200 △200 －

11 貸付けによる支出 △376 △1,115 △739 △470

12 貸付金の回収による収入 195 662 466 313

13 敷金・保証金の純増減額 
（△は増加） △444 △90 353 △479

14 その他 △9 1 11 △10

投資活動による 
キャッシュ・フロー △2,522 △4,486 △1,964 △3,826

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー  

１ 短期借入金の純増減額 
（△は減少） 270 750 480 △230

２ 長期借入れによる収入 2,400 5,300 2,900 4,100

３ 長期借入金の返済による支出 △2,220 △2,980 △760 △3,058

４ 社債の償還による支出 △219 △219 － △368

５ 自己株式の処分による収入 0 － △0 0

６ 自己株式の取得による支出 △0 △0 △0 △1

７ 配当金の支払額 △354 △379 △25 △393

財務活動による 
キャッシュ・フロー △124 2,469 2,593 49

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額 
  （△は減少） 2,021 1,670 △350 1,001

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 3,748 6,006 2,257 3,748

Ⅵ 新規連結子会社の現金及び 
  現金同等物期首残高 1,256 － △1,256 1,256

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  四半期末（期末）残高 7,026 7,677 650 6,006
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（５）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 

 

前年同四半期 当四半期 （参考）前期 
項目 

(
平成19年３月期

第 ３ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 ３ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

１．連結の範囲に関する事項    

(1) 連結子会社の数 ５社 ６社 ５社 

主要な連結子会社の 

名称 

（株）原信 

（株）ナルス 

（株）ローリー 

（株）原興産 

原信関連事業協同組合 

なお、（株）原信は、平成

18年４月１日に当社が会

社分割を行い新たに設立

した当社の子会社であり

ます。 

また、（株）ナルスは平成

18年４月１日に当社と株

式交換を実施し、新たに

当社の子会社に該当する

こととなりました。 

（株）原信 

（株）ナルス 

（株）ローリー 

（株）原興産 

（株）アイテック 

原信関連事業協同組合 

なお、（株）アイテックは

平成19年10月１日に株式

を取得し、新たに当社の

子会社に該当することと

なりました。 

（株）原信 

（株）ナルス 

（株）ローリー 

（株）原興産 

原信関連事業協同組合 

なお、（株）原信は、平成

18年４月１日に当社が会

社分割を行い新たに設立

した当社の子会社であり

ます。 

また、（株）ナルスは平成

18年４月１日に当社と株

式交換を実施し、新たに

当社の子会社に該当する

こととなりました。 

(2) 主要な非連結子会社の

名称 

高速印刷（株） 

（株）アイプランニング 

高速印刷（株） 

（株）アイプランニング 

（株）ボンオーハシ 

（株）ローランローゼ 

なお、（株）ボンオーハシ

は平成19年７月26日に同

社が実施した第三者割当

増資を引受け、新たに当

社の子会社に該当するこ

ととなりました。 

また、（株）ローランロー

ゼは平成19年７月26日に

同社が実施した第三者割

当増資を引受け、新たに

当社の子会社に該当する

こととなりました。 

高速印刷（株） 

（株）アイプランニング 

連結の範囲から除い

た理由 

非連結子会社２社は、小

規模会社であり、合計の

総資産、売上高、四半期

純利益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれ

も四半期連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしてい

ないため連結の範囲から

除いております。 

非連結子会社４社は、小

規模会社であり、合計の

総資産、売上高、四半期

純利益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれ

も四半期連結財務諸表に

重要な影響を及ぼしてい

ないため連結の範囲から

除いております。 

非連結子会社２社は、小

規模会社であり、合計の

総資産、売上高、当期純

利益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に

見合う額）等は、いずれ

も連結財務諸表に重要な

影響を及ぼしていないた

め連結の範囲から除いて

おります。 
    
２．持分法の適用に関する 

  事項 

   

(1) 持分法を適用した関連

会社数 

１社 同左 同左 
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前年同四半期 当四半期 （参考）前期 
項目 

(
平成19年３月期

第 ３ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 ３ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

主要な持分法適用会

社の名称 

（株）エヌ・シィ・ティ （株）エヌ・シィ・ティ 

なお、（株）エヌ・シィ・

ティは、平成19年10月１

日に株式移転による共同

持株会社の設立を行い、

当下期より当社の関連会

社に該当しないこととな

り、持分法の適用対象よ

り除外しております。 

（株）エヌ・シィ・ティ 

(2) 持分法を適用しない非

連結子会社及び関連

会社のうち主要な会

社等の名称 

高速印刷（株） 

（株）アイプランニング 

高速印刷（株） 

（株）アイプランニング 

（株）ボンオーハシ 

（株）ローランローゼ 

高速印刷（株） 

（株）アイプランニング 

持分法を適用しない 

理由 

持分法非適用会社は、そ

れぞれ四半期純利益（持

分に見合う額）及び利益

剰余金（持分に見合う額）

等が四半期連結財務諸表

に及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても重

要性がないため、持分法

の適用から除外しており

ます。 

同左 持分法非適用会社は、そ

れぞれ当期純利益（持分

に見合う額）及び利益剰

余金（持分に見合う額）

等が連結財務諸表に及ぼ

す影響が軽微であり、か

つ全体としても重要性が

ないため、持分法の適用

から除外しております。 

(3) 持分法適用の手続につ

いて特に記載する必

要があると認められ

る事項 

持分法適用会社のうち、

決算日が四半期連結決算

日と異なる会社について

は、各社の事業年度に係

る四半期財務諸表を使用

しております。 

                  

    
３．連結子会社の四半期決算

日（決算日）等に関する

事項 

連結子会社のうち、（株）

ローリー、原信関連事業

協同組合の四半期決算日

は11月30日であります。

四半期連結財務諸表の作

成にあたっては同日現在

の財務諸表を使用し、四

半期連結決算日との間に

生じた重要な取引につい

ては、連結上必要な調整

を行っております。 

同左 連結子会社のうち、（株）

ローリー、原信関連事業

協同組合の決算日は２月

28日であります。連結財

務諸表の作成にあたって

は同日現在の財務諸表を

使用し、連結決算日との

間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な

調整を行っております。 

    
４．会計処理基準に関する 

    事項 

   

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法 

   

① 有価証券    

その他有価証券    

時価のあるもの 四半期決算期末日の市場

価格等に基づく時価法

（評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売

却原価は、移動平均法に

より算定） 

同左 決算期末日の市場価格等

に基づく時価法（評価差

額は、全部純資産直入法

により処理し、売却原価

は、移動平均法により算

定） 

時価のないもの 移動平均法による原価法 同左 同左 
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前年同四半期 当四半期 （参考）前期 
項目 

(
平成19年３月期

第 ３ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 ３ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

 なお、投資事業有限責任
組合及びそれに類する組
合への出資（証券取引法
第２条第２項により有価
証券とみなされるもの）
については、組合契約に
規定される決算報告日に
応じて入手可能な 近の
決算書を基礎とし、持分
相当額を純額で取り込む
方法によっております。 

同左 同左 

② デリバティブ 時価法          時価法 

③ たな卸資産    

商品 主として売価還元法によ

る原価法 

同左 同左 

貯蔵品 終仕入原価法による原

価法 

同左 同左 

(2) 重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

   

① 有形固定資産 主として定率法 

ただし、平成10年４月１

日以降取得した建物（建

物附属設備は除く）につ

いては、定額法 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

 建物及び構築物 ２～47年 

 機械装置及び運搬具 ２～16年 

 器具備品 ３～10年 

同左 

 

 

 

 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

 建物及び構築物 ２～50年 

 機械装置及び運搬具 ２～18年 

 器具備品 ３～20年 

同左 

 

 

 

 

同左 

② 無形固定資産 定額法 

ただし、ソフトウェア（自

社利用分）については、

社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額

法 

同左 

 

同左 

 

③ 長期前払費用 定額法 同左 同左 

(3) 重要な引当金の計上 

   基準 

   

① 貸倒引当金 債権の貸倒れによる損失

に備えるため、一般債権

については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等の

特定の債権については、

個別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。 

同左 同左 

② ポイントカード引当金 顧客に付与したポイント

の利用による費用負担に

備えるため、使用実績率

に基づき当四半期末にお

いて将来利用されると見

込まれるポイントに対す

る使用見込額を計上して

おります。 

同左 顧客に付与したポイント

の利用による費用負担に

備えるため、使用実績率

に基づき当連結会計年度

末において将来利用され

ると見込まれるポイント

に対する使用見込額を計

上しております。 
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前年同四半期 当四半期 （参考）前期 
項目 

(
平成19年３月期

第 ３ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 ３ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

③ 役員賞与引当金 役員に対して支給する賞

与の支出に備えるため、

当連結会計年度における

支給見込額に基づき、当

四半期に見合う分を計上

しております。 

同左 役員に対して支給する賞

与の支出に備えるため、

当連結会計年度における

支給見込額に基づき計上

しております。 

④ 賞与引当金 従業員の賞与の支出に備
えるため、支給見込額に
基づき計上しておりま
す。 

同左 同左 

⑤ 退職給付引当金 従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

末における退職給付債務

の見込額に基づき、当四

半期末において発生して

いると認められる額を計

上しております。 

                  

（追加情報）に記載のとお

り、退職給付引当金の全

額を取り崩しておりま

す。 

なお、当連結会計年度に

おける退職給付制度移行

に伴う退職給付引当金取

崩までは、当該部分に係

る退職給付引当金の計上

について、次のとおり処

理を行っております。 

従業員の退職給付に備え

るため、当連結会計年度

末における退職給付債務

及び年金資産の見込額に

基づき計上しておりま

す。 

⑥ 役員退職慰労引当金 主として役員の退職慰労

金の支給に備えるため、

内規に基づく当四半期末

要支給額を計上しており

ます。 

なお、当社および子会社

２社は、平成18年３月31

日をもって役員退職慰労

金制度を廃止しており、

子会社１社は平成18年２

月28日をもって同制度を

廃止しております。これ

に伴い、当社は平成18年

１月26日開催の臨時株主

総会において、子会社３

社は平成18年５月９日、

平成18年６月13日および

平成18年６月26日開催の

それぞれの定時株主総会

において、各役員の就任

時から制度廃止日までの

在任期間に応じた役員退

職慰労金を各役員の退任

時に打ち切り支給する旨

を決議しております。 

また、当社は平成18年４

月１日に会社分割したこ 

         

（追加情報）に記載のとお

り、従来、役員退職慰労

引当金として表示してい

た全額を、当四半期より

固定負債の「その他」（長

期未払金）として表示し

ております。 

主として役員の退職慰労

金の支給に備えるため、

内規に基づく期末要支給

額を計上しております。 

なお、当社および子会社

２社は、平成18年３月31

日をもって役員退職慰労

金制度を廃止しており、

子会社１社は平成18年２

月28日をもって同制度を

廃止しております。これ

に伴い、当社は平成18年

１月26日開催の臨時株主

総会において、子会社３

社は平成18年５月９日、

平成18年６月13日及び平

成18年６月26日開催のそ

れぞれの定時株主総会に

おいて、各役員の就任時

から制度廃止日までの在

任期間に応じた役員退職

慰労金を各役員の退任時

に打ち切り支給する旨を

決議しております。 

また、当社は平成18年４

月１日に会社分割したこ

とに伴い、従来計上して 

    



 

原信ナルスホールディングス（株） （8255） 平成 20 年３月期 第３四半期財務・業績の概況 

 

- 15 - 

前年同四半期 当四半期 （参考）前期 
項目 

(
平成19年３月期

第 ３ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 ３ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

 とに伴い、従来計上して

いた役員退職慰労引当金

を新たに設立した子会社

に承継させております。 

         いた役員退職慰労引当金

を新たに設立した子会社

に承継させております。 

(5) 重要なリース取引の 

  処理方法 

リース物件の所有権が借

主に移転すると認められ

るもの以外のファイナン

ス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処

理によっております。 

同左 同左 

(6) ヘッジ会計の方法    

① ヘッジ会計の方法 金利スワップについて、

特例処理の要件を満たし

ておりますので、特例処

理を採用しております。 

同左 同左 

② ヘッジ手段とヘッジ

対象 

   

ヘッジ手段 金利スワップ 同左 同左 

ヘッジ対象 借入金利息 同左 同左 

③ ヘッジ方針 借入金の金利変動リスク

を回避する目的で金利ス

ワップ取引を行ってお

り、ヘッジ対象の識別は

個別契約ごとに行ってお

ります。 

同左 同左 

④ ヘッジ有効性評価の

方法 

特例処理の要件を満たし

ているため、四半期決算

日における有効性の評価

を省略しております。 

同左 特例処理の要件を満たし

ているため、決算日にお

ける有効性の評価を省略

しております。 

(7) その他四半期連結財務

諸表（連結財務諸表）

作成のための基本とな

る重要な事項 

   

① 消費税等の会計処理 税抜方式によっておりま

す。 

同左 同左 

    
５．四半期連結キャッシ

ュ・フロー計算書（連結

キャッシュ・フロー計算

書）における資金の範囲 

手許現金、要求払預金及

び取得日から３ヶ月以内

に満期日の到来する流動

性の高い、容易に換金可

能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリス

クしか負わない短期的投

資としております。 

同左 同左 
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（６）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の変更 

 

① 会計処理の変更 

 

前年同四半期 当四半期 （参考）前期 

(
平成19年３月期

第 ３ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 ３ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

（役員賞与に関する会計基準） 

 役員賞与は、従来、利益処分によ

る利益剰余金の減少として処理して

おりましたが、当四半期から｢役員賞

与に関する会計基準｣（企業会計基準

委員会 平成17年11月29日 企業会

計基準第４号）に基づき、発生時に

費用処理しております。 

 この変更により、前年同四半期と

同一の基準によった場合と比べ｢販

売費及び一般管理費｣が109百万円増

加し、｢営業利益｣、｢経常利益｣、｢税

金等調整前四半期純利益｣がそれぞ

れ109百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しております。 

 

（貸借対照表の純資産の部に関する

会計基準） 

 当四半期から｢貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準｣（企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第５号）及び｢貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準等の適用指針｣（企業会計基

準委員会 平成17年12月９日 企業

会計基準適用指針第８号）を適用し

ております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の｢資本の部｣の合計に

相当する金額は20,298百万円であり

ます。 

 また、中間連結財務諸表規則の改

正により、当四半期における四半期

連結財務諸表は、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成しておりま

す。 

 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当四半期から「企業結合に係る会

計基準」(企業会計審議会平成15年

10月31日)及び「事業分離等に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会 

平成17年12月27日 企業会計基準

第７号)並びに「企業結合会計基準

及び事業分離等会計基準に関する

適用指針」(企業会計基準委員会 

平成17年12月27日 企業会計基準

適用指針第10号)を適用しておりま

す。 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

 当四半期から、法人税法の改正に

伴い、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産については、改正

後の法人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。 

 この変更により、前年同四半期と

同様の方法によった場合に比べ、営

業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益はそれぞれ31百万円減

少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しております。 

 

（連結財務諸表における税効果会計

に関する実務指針の一部改正） 

 当四半期から、改正後の「連結財

務諸表における税効果会計に関する

実務指針」（日本公認会計士協会 

終改正平成19年３月29日 会計制

度委員会報告第６号）を適用してお

ります。 

 この変更により、従来計上してお

りました企業集団内の子会社株式売

買に係る繰延税金資産を全額取り崩

しており、前年同四半期と同様の方

法によった場合に比べ、法人税等調

整額が５百万円増加しております。 

 

（役員賞与に関する会計基準） 

 役員賞与は、従来、利益処分によ

る利益剰余金の減少として処理して

おりましたが、当第１四半期連結会

計期間から｢役員賞与に関する会計

基準｣（企業会計基準委員会 平成17

年11月29日 企業会計基準第４号）

に基づき、発生時に費用処理してお

ります。 

 この変更により、前連結会計年度

と同一の基準によった場合と比べ

｢販売費及び一般管理費｣が105百万

円増加し、｢営業利益｣、｢経常利益｣、

｢税金等調整前四半期純利益｣がそれ

ぞれ105百万円減少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しております。 

 

（貸借対照表の純資産の部に関する

会計基準） 

 当連結会計年度から｢貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基

準｣（企業会計基準委員会 平成17

年12月９日 企業会計基準第５号）

及び｢貸借対照表の純資産の部の表

示に関する会計基準等の適用指針｣

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準適用指針第８

号）を適用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の｢資本の部｣の合計に

相当する金額は20,190百万円であり

ます。 

 また、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

財務諸表は、改正後の連結財務諸表

規則により作成しております。 

 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当連結会計年度から「企業結合に

係る会計基準」(企業会計審議会平

成15年10月31日)及び「事業分離等

に関する会計基準」(企業会計基準

委員会 平成17年12月27日 企業

会計基準第７号)並びに「企業結合

会計基準及び事業分離等会計基準

に関する適用指針」(企業会計基準

委員会 終改正平成18年12月22

日 企業会計基準適用指針第10号)

を適用しております。 
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前年同四半期 当四半期 （参考）前期 

(
平成19年３月期

第 ３ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 ３ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当四半期から、改正後の｢自己株式

及び準備金の額の減少等に関する会

計基準｣（企業会計基準委員会 終

改正平成18年８月11日 企業会計基

準第１号）及び｢自己株式及び準備金

の額の減少等に関する会計基準の適

用指針｣（企業会計基準委員会 終

改正平成18年８月11日 企業会計基

準適用指針第２号）を適用しており

ます。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、中間連結財務諸表規則の改

正により、当四半期における四半期

連結財務諸表は、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成しておりま

す。 

         

 

（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当連結会計年度から、改正後の｢自

己株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準｣（企業会計基準委員会 

終改正平成18年８月11日 企業会

計基準第１号）及び｢自己株式及び準

備金の額の減少等に関する会計基準

の適用指針｣（企業会計基準委員会 

終改正平成18年８月11日 企業会

計基準適用指針第２号）を適用して

おります。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、連結財務諸表規則の改正に

より、当連結会計年度における連結

財務諸表は、改正後の連結財務諸表

規則により作成しております。 

 
② 表示方法の変更 

 

前年同四半期 当四半期 

(
平成19年３月期

第 ３ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 ３ 四 半 期  ) 
         

 

（四半期連結貸借対照表） 

 「器具備品」は、前年同四半期まで有形固定資産に区

分掲記しておりましたが、資産の総額の100分の５を下

回ったため、当四半期より有形固定資産の「その他」に

含めて表示しております。 

 なお、当四半期において、有形固定資産の「その他」

に含まれている「器具備品」は1,829百万円であります。 

 

（四半期連結損益計算書） 

 「テナント退店違約金収入」は、前年同四半期まで営

業外収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当四半期において、営業外収益の総額の100分の10を上

回ったため、区分掲記いたしました。 

 なお、前年同四半期において、営業外収益の「その他」

に含まれている「テナント解約違約金収入」は３百万円

であります。 

 「補助金収入」は、前年同四半期まで営業外収益に区

分掲記しておりましたが、営業外収益の総額の100分の

10を下回ったため、当四半期より営業外収益の「その他」

に含めて表示しております。 

 なお、当四半期において、営業外収益の「その他」に

含まれている「補助金収入」は２百万円であります。 

 「保証金繰上償還手数料」は、前年同四半期まで営業

外費用に区分掲記しておりましたが、営業外費用の総額

の100分の10を下回ったため、当四半期より営業外費用

の「その他」に含めて表示しております。 

 なお、当四半期において、営業外費用の「その他」に

含まれている「保証金繰上償還手数料」は15百万円であ

ります。 
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③ 追加情報 

 

前年同四半期 当四半期 （参考）前期 

(
平成19年３月期

第 ３ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 ３ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

（退職給付会計） 

 連結子会社２社は、確定給付型の

制度として退職一時金制度を設けて

おりましたが、平成18年４月１日よ

り確定拠出企業型年金制度への移行

を行い、合わせて退職金前払の制度

も採用いたしました。 

 この変更に伴う影響は軽微であり

ます。 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

 当四半期から、法人税法の改正に

伴い、平成19年３月31日以前に取得

した有形固定資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却方法

の適用により、取得価額の５％に到

達した連結会計年度の翌連結会計年

度より、取得価額の５％相当額と備

忘価額との差額を５年間に渡り均等

償却し、減価償却費に含めて表示し

ております。 

 この変更により、前年同四半期と

同様の方法によった場合に比べ、営

業利益、経常利益及び税金等調整前

四半期純利益はそれぞれ15百万円減

少しております。 

 なお、セグメント情報に与える影

響は、当該箇所に記載しております。 

 

（租税特別措置法上の準備金及び特別

法上の引当金又は準備金に関する監

査上の取扱いの改正） 

 自社発行商品券は、従来、流動負

債の「その他」に含めて計上し、発

行後一定期間を経過したものについ

ては、債務履行の可能性を考慮し負

債計上を中止しておりましたが、当

四半期から、改正後の「租税特別措

置法上の準備金及び特別法上の引当

金又は準備金並びに役員退職慰労引

当金等に関する監査上の取扱い」

（日本公認会計士協会 終改正平

成19年４月13日 監査・保障実務委

員会報告第42号）が公表されたこと

を期に、従来、負債計上を中止して

いた部分についても、流動負債の「そ

の他」に含めて計上することといた

しました。 

 この変更により、期首時点におけ

る過年度商品券相当額73百万円を

「過年度商品券計上損」として特別損

失に計上しており、前年同四半期と

同様の方法によった場合に比べ、経

常利益が3百万円、税金等調整前四半

期純利益が77百万円それぞれ減少し

ております。 

（退職給付会計） 

 連結子会社２社は、確定給付型の

制度として退職一時金制度を設けて

おりましたが、平成18年４月１日よ

り確定拠出企業型年金制度への移行

を行い、合わせて退職金前払の制度

も採用いたしました。 

 この変更に伴う影響は軽微であり

ます。 

 また、連結子会社１社は、確定給

付型の制度として適格企業年金制度

を設けておりましたが、平成19年４

月１日より確定拠出型年金制度への

移行を行い、合わせて退職金前払の

制度も採用いたしました。 

 これに伴い、従来の退職給付制度

終了に伴う終了損失113百万円を、特

別損失に｢退職年金制度終了損｣とし

て計上しております。 
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前年同四半期 当四半期 （参考）前期 

(
平成19年３月期

第 ３ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 ３ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

         

 

（役員退職慰労引当金） 

 役員退職慰労金について、当社及

び子会社２社は、平成18年３月31日

をもって役員退職慰労金制度を廃止

しており、子会社１社は平成18年２

月28日をもって同制度を廃止してお

ります。これに伴い、当社は平成18

年１月26日開催の臨時株主総会にお

いて、子会社３社は平成18年５月９

日、平成18年６月13日及び平成18年

６月26日開催のそれぞれの定時株主

総会において、各役員の就任時から

制度廃止日までの在任期間に応じた

役員退職慰労金を各役員の退任時に

打ち切り支給する旨を決議しており

ます。 

 当該決議に基づき、平成19年９月

11日開催の各社における取締役会並

びに監査役会において、各役員に対

する役員退職慰労金の具体的金額及

び支給時期等を決定いたしました。 

 これに伴い、役員退職慰労金の支

給に充てるため、従来、役員退職慰

労引当金として計上していた金額

652百万円は全額取り崩し、当四半期

末時点での未払額652百万円は固定

負債の「その他」（長期未払金）に計

上しております。 
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（７）セグメント情報 

 
 ① 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３四半期） 

（単位 百万円） 

 スーパーマー
ケット事業

その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売 上 高  

(1)外部顧客に対する売上高 78,572 1,080 79,652 － 79,652

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 74 2,032 2,107 ( 2,107) －

計 78,647 3,112 81,759 ( 2,107) 79,652

営 業 費 用 75,015 2,785 77,800 ( 1,567) 76,233

営 業 利 益 3,631 327 3,959 (   540) 3,418

（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．各区分の主な商品等 

（１）スーパーマーケット事業  食料品、日用品家庭雑貨、実用衣料品 

（２）その他の事業       情報処理、資産賃貸、フードサービス 

３．従来、スーパーマーケット事業に含めていた当社は、平成18年４月１日付けで会社分割を実施し、新設

した完全子会社である（株）原信に事業のすべてを承継させ持株会社となりました。これに伴い、当社

に係る各数値は、｢消去又は全社｣に含めて表示しております。この変更により、｢消去又は全社｣に配分

された当社の各数値は、売上高が569百万円、営業費用が400百万円、営業利益が168百万円であります。 

４．平成18年４月１日に実施した当社の会社分割により新設した（株）原信に係る各数値は、すべて｢スーパ

ーマーケット事業｣に含めて表示しております。なお、これにより｢スーパーマーケット事業｣に含まれて

いる（株）原信の各数値（セグメント間の内部売上高又は振替高を含む）は、売上高が62,813百万円、

営業費用が59,399百万円、営業利益が3,413百万円であります。 

５．平成18年４月１日に実施した当社と（株）ナルスとの株式交換により、（株）ナルスは新たに連結の範囲

に含まれております。これにより新たに各セグメントに含まれた（株）ナルスの各数値（セグメント間

の内部売上高又は振替高を含む）は、｢スーパーマーケット事業｣において売上高が15,827百万円、営業

費用が15,388百万円、営業利益が439百万円であり、｢その他の事業｣において売上高が676百万円、営業

費用が658百万円、営業利益が18百万円であります。 

６．会計処理の変更に記載のとおり、当四半期から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平

成17年11月29日 企業会計基準第４号)を適用しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合

に比べ、当四半期における営業費用は「スーパーマーケット事業」が106百万円、「その他の事業」が３

百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

 

 当四半期（平成 20 年３月期第３四半期） 

（単位 百万円） 

 スーパーマー
ケット事業

その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売 上 高  

(1)外部顧客に対する売上高 83,481 1,164 84,646 － 84,646

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 87 2,422 2,509 ( 2,509) －

計 83,569 3,586 87,156 ( 2,509) 84,646

営 業 費 用 81,009 3,332 84,341 ( 2,399) 81,941

営 業 利 益 2,559 254 2,814 (   109) 2,704

（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．各区分の主な商品等 

（１）スーパーマーケット事業  食料品、日用品家庭雑貨、実用衣料品 

（２）その他の事業       情報処理、資産賃貸、フードサービス 

３．営業費用のうち、｢消去又は全社｣の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は624百万円であり、その主な

ものは、持株会社である当社が行うグループ全体の管理に係る当社の営業費用であります。 

４．（会計処理の変更）に記載したとおり、当四半期連結会計期間から、法人税法の改正に伴い、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更して

おります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当四半期連結会計期間における営業費用

は「スーパーマーケット事業」が29百万円、「その他の事業」が１百万円、「全社又は消去」が０百万円
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増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

５．（追加情報）に記載のとおり、当四半期連結会計期間から、法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以

前に取得した有形固定資産については、改正前の法人税法に基づく減価償却方法の適用により、取得価

額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計年度より取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を５

年間に渡り均等償却し、減価償却に含めて表示しております。この変更に伴い、従来の方法によった場

合に比べ、当四半期連結会計期間における営業費用は「スーパーマーケット事業」が14百万円、「その他

の事業」が０百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

 

 前期（平成 19 年３月期） 
（単位 百万円） 

 スーパーマー
ケット事業

その他の事業 計 消去又は全社 連結 

売 上 高  

(1)外部顧客に対する売上高 102,857 1,468 104,325 － 104,325

(2)セグメント間の内部売上高又は振替高 104 2,754 2,858 ( 2,858) －

計 102,961 4,222 107,183 ( 2,858) 104,325

営 業 費 用 99,551 3,823 103,374 ( 2,843) 100,530

営 業 利 益 3,410 399 3,809 (    15) 3,794

（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．各区分の主な商品等 

（１）スーパーマーケット事業  食料品、日用品家庭雑貨、実用衣料品 

（２）その他の事業       情報処理、資産賃貸、フードサービス 

３．従来、スーパーマーケット事業に含めていた当社は、平成18年４月１日付けで会社分割を実施し、新設

した完全子会社である（株）原信に事業のすべてを承継させ持株会社となりました。これに伴い、当社

に係る各数値は、｢消去又は全社｣に含めて表示しております。この変更により、｢消去又は全社｣に配分

された当社の各数値は、売上高が724百万円、営業費用が550百万円、営業利益が153百万円であります。 

４．平成18年４月１日に実施した当社の会社分割により新設した（株）原信に係る各数値は、すべて｢スーパ

ーマーケット事業｣に含めて表示しております。なお、これにより｢スーパーマーケット事業｣に含まれて

いる（株）原信の各数値（セグメント間の内部売上高又は振替高を含む）は、売上高が82,531百万円、

営業費用が78,966百万円、営業利益が3,565百万円であります。 

５．平成18年４月１日に実施した当社と（株）ナルスとの株式交換により、（株）ナルスは新たに連結の範囲

に含まれております。これにより新たに各セグメントに含まれた（株）ナルスの各数値（セグメント間

の内部売上高又は振替高を含む）は、｢スーパーマーケット事業｣において売上高が20,421百万円、営業

費用が20,279百万円、営業利益が141百万円であり、｢その他の事業｣において売上高が878百万円、営業

費用が860百万円、営業利益が18百万円であります。 

６．（会計処理の変更）に記載のとおり、当連結会計年度から「役員賞与に関する会計基準」(企業会計基準

委員会 平成17年11月29日 企業会計基準第４号)を適用しております。この変更に伴い、従来の方法に

よった場合に比べ、当連結会計年度における営業費用は「スーパーマーケット事業」が100百万円、「そ

の他の事業」が４百万円増加し、営業利益がそれぞれ同額減少しております。 

 

 ② 所在地別セグメント情報 

 前年同四半期（平成 19 年３月期第３四半期） 

 在外支店及び在外連結子会社がないため、該当事項はありません。 

 当四半期（平成 20 年３月期第３四半期） 

 在外支店及び在外連結子会社がないため、該当事項はありません。 

 前期（平成 19 年３月期） 

 在外支店及び在外連結子会社がないため、該当事項はありません。 

 
 ③ 海外売上高 
 前年同四半期（平成 19 年３月期第３四半期） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 当四半期（平成 20 年３月期第３四半期） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

 前期（平成 19 年３月期） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（８）生産、受注及び販売の状況 

 

① 販売実績 （単位 百万円、％） 

 前年同四半期 当四半期 前期 

項目 (
平成19年３月期

第 ３ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 ３ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

 青果 9,972 12.2 10,424 11.9 13,043 12.1

精肉 8,279 10.1 8,770 10.1 10,910 10.2

水産 8,135 10.0 8,458 9.7 10,691 10.0

生
鮮
食
品 

惣菜 7,442 9.1 7,861 9.0 9,753 9.1

 計 33,831 41.4 35,515 40.7 44,398 41.4

デイリー 14,001 17.1 14,812 17.0 18,385 17.2

加工食品 21,805 26.7 23,489 27.0 28,435 26.5

一
般
食
品インストアベーカリー 1,131 1.4 1,232 1.4 1,508 1.4

 計 36,938 45.2 39,534 45.4 48,328 45.1

住居 4,296 5.2 4,479 5.1 5,531 5.2

衣料品 251 0.3 226 0.3 309 0.3

その他 16 0.0 305 0.4 18 0.0

営業収入 3,238 4.0 3,420 3.9 4,270 4.0

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
事
業 

セグメント間の内部売上高又は振替高 74 0.1 87 0.1 104 0.1

 計 78,647 96.2 83,569 95.9 102,961 96.1

外部顧客に対する売上高 1,080 1.3 1,164 1.3 1,468 1.4

セグメント間の内部売上高又は振替高 2,032 2.5 2,422 2.8 2,754 2.5
の
事
業

そ
の
他

計 3,112 3.8 3,586 4.1 4,222 3.9

合計 81,759 100.0 87,156 100.0 107,183 100.0

② 仕入実績 （単位 百万円、％） 

 前年同四半期 当四半期 前期 

項目 (
平成19年３月期

第 ３ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 ３ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

 金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

 青果 7,991 13.6 8,349 13.2 10,397 13.6

精肉 6,074 10.4 6,323 10.0 7,946 10.4

水産 5,927 10.1 5,903 9.3 7,636 10.0

生
鮮
食
品 

惣菜 4,545 7.7 4,605 7.3 5,851 7.6

 計 24,540 41.8 25,182 39.8 31,831 41.6

デイリー 10,459 17.8 11,111 17.5 13,759 18.0

加工食品 17,611 30.0 19,099 30.2 22,889 30.0

一
般
食
品インストアベーカリー 537 0.9 570 0.9 712 0.9

 計 28,608 48.7 30,781 48.6 37,362 48.9

住居 2,454 4.2 3,548 5.6 3,109 4.1

衣料品 169 0.3 168 0.3 211 0.3

その他 5 0.0 233 0.4 9 0.0

ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
事
業 

セグメント間の内部仕入高又は振替高 944 1.6 1,044 1.6 1,217 1.6

 計 56,722 96.6 60,958 96.3 73,742 96.5

外部取引先からの仕入高 1,967 3.4 2,186 3.5 2,686 3.5

セグメント間の内部仕入高又は振替高 13 0.0 148 0.2 21 0.0
の
事
業 

そ
の
他 計 1,981 3.4 2,334 3.7 2,708 3.5

合計 58,703 100.0 63,292 100.0 76,450 100.0

（注）セグメント間の内部取引高を含めて表示しており、消費税等は含まれておりません。 
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（９） 近における四半期毎の業績（連結） 

 

（単位 百万円、％） 

 当第１四半期 当第２四半期 当第３四半期 
 

(
自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日) (
自 平成19年７月１日

至 平成19年９月30日) (
自 平成19年10月１日

至 平成19年12月31日) 
区分 金額 百分比 金額 百分比 金額 百分比

売上高 26,700 100.0 29,156 100.0 28,789 100.0

売上原価 19,637 73.5 20,943 71.8 21,114 73.3

売上総利益 7,062 26.5 8,212 28.2 7,674 26.7

販売費及び一般管理費 6,672 25.0 6,864 23.6 6,708 23.3

営業利益 390 1.5 1,347 4.6 966 3.4

営業外収益 189 0.7 17 0.1 113 0.4

営業外費用 59 0.3 55 0.2 55 0.2

経常利益 520 1.9 1,310 4.5 1,024 3.6

特別利益 － － 106 0.4 30 0.1

特別損失 461 1.7 423 1.5 110 0.4

税金等調整前四半期純利益 58 0.2 992 3.4 944 3.3

法人税、住民税及び事業税 215 0.8 366 1.3 194 0.7

法人税等調整額 △153 △0.6 118 0.4 259 0.9

四半期純利益 △2 △0.0 507 1.7 490 1.7

純資産 19,977 20,455  20,773

総資産 47,116 47,995  51,262

営業活動によるキャッシュ・フロー 339 1,214  2,131

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,138 △1,535  △1,811

財務活動によるキャッシュ・フロー 464 635  1,369

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △333 314  1,689

現金及び現金同等物の四半期首残高 6,006 5,672  5,987

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,672 5,987  7,677
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５．（要約）四半期財務諸表 

 

（１）（要約）四半期貸借対照表 

（単位 百万円、％） 

前年同四半期末 当四半期末 （参考）前期末 

(
平成19年３月期

第３四半期末) (
平成20年３月期

第３四半期末)
増減 

（平成19年３月期末）科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比 

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産 3,345 17.3 5,403 20.8 2,057 61.5 3,927 19.4

１ 現金及び預金 1,045 401 △644  1,528 

２ 未収法人税等 479 179 △300  486 

３ 未収消費税等 312 － △312  448 

４ 繰延税金資産 24 24 △0  42 

５ 短期貸付金 75 － △75  70 

６ 関係会社短期貸付金 1,400 3,674 2,274  1,230 

７ 一年内回収予定の関係会社長期貸付金 － 1,098 1,098  99 

８ その他 7 26 19  22 

Ⅱ 固定資産 16,036 82.7 20,548 79.2 4,512 28.1 16,362 80.6

１ 有形固定資産 2 5 2  2 

２ 無形固定資産 7 7 △0  7 

３ 投資その他の資産 16,025 20,535 4,509  16,352 

(1) 投資有価証券 － 62 62  － 

(2) 関係会社株式 15,969 15,993 24  15,845 

(3) 関係会社出資金 1 1 －  1 

(4) 関係会社長期貸付金 － 4,373 4,373  400 

(5) 繰延税金資産 55 105 49  105 

資産合計 19,381 100.0 25,952 100.0 6,570 33.9 20,289 100.0
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前年同四半期末 当四半期末 （参考）前期末 

(
平成19年３月期

第３四半期末) (
平成20年３月期

第３四半期末)
増減 

（平成19年３月期末）科目 

金額 構成比 金額 構成比 金額 増減率 金額 構成比 

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債 1,886 9.7 4,463 17.2 2,577 136.7 1,896 9.3

１ 短期借入金 500 800 300  － 

２ 関係会社短期借入金 600 900 300  600 

３ 一年内返済予定の長期借入金 660 2,538 1,878  1,225 

４ 未払法人税等 － 2 2  9 

５ 未払消費税等 － 13 13  － 

６ 役員賞与引当金 － 49 49  － 

７ 賞与引当金 5 9 3  15 

８ その他 120 149 29  47 

Ⅱ 固定負債 1,340 6.9 5,006 19.3 3,666 273.6 2,309 11.4

１ 長期借入金 1,340 5,006 3,666  2,309 

負債合計 3,226 16.6 9,470 36.5 6,244 193.5 4,206 20.7

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本 16,155 83.4 16,482 63.5 326 2.0 16,082 79.3

１ 資本金 3,159 3,159 －  3,159 

２ 資本剰余金 4,617 4,617 －  4,617 

(1) 資本準備金 4,617 4,617 －  4,617 

３ 利益剰余金 8,389 8,717 327  8,317 

(1) 利益準備金 327 327 －  327 

(2) その他利益剰余金    

   別途積立金 7,000 7,000 －  7,000 

   繰越利益剰余金 1,061 1,389 327  989 

４ 自己株式 △11 △13 △1  △12 

純資産合計 16,155 83.4 16,482 63.5 326 2.0 16,082 79.3

負債、純資産合計 19,381 100.0 25,952 100.0 6,570 33.9 20,289 100.0
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（２）（要約）四半期損益計算書 

（単位 百万円、％） 

前年同四半期 当四半期 （参考）前期 

(
平成19年３月期

第 ３ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 ３ 四 半 期  )
増減 

（平成19年３月期）科目 

金額 百分比 金額 百分比 金額 増減率 金額 百分比 

Ⅰ 営業収益 589 100.0 1,437 100.0 848 144.0 724 100.0

Ⅱ 営業費用 400 68.0 629 43.8 228 57.0 550 76.0

営業利益 188 32.0 808 56.2 619 328.7 173 24.0

Ⅲ 営業外収益 13 2.3 87 6.1 73 539.8 20 2.9

Ⅳ 営業外費用 4 0.7 57 4.0 53 1,216.9 13 1.9

経常利益 197 33.6 838 58.3 640 323.7 180 25.0

Ⅴ 特別損失 － － － － － － 123 17.0

税引前四半期（当期）純利益 197 33.6 838 58.3 640 323.7 57 8.0

法人税、住民税及び事業税 20 3.6 5 0.4 △14 △71.9 20 2.9

法人税等調整額 21 3.6 18 1.2 △3 △14.5 △46 △6.4

四半期（当期）純利益 155 26.4 814 56.7 658 422.9 83 11.5
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（３）（要約）四半期株主資本等変動計算書 

 

前年同四半期（平成19年３月期第３四半期） 

（単位 百万円） 

株主資本 
資本剰余金 

 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高 3,159 4,279 4,279

四半期中の変動額  

 株式交換による増加 337 337

 別途積立金の取崩  

 剰余金の配当  

 利益処分による役員賞与  

 四半期純利益  

 自己株式の取得  

 自己株式の処分  
 株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 
（会社分割による承継） 

 

四半期中の変動額合計 － 337 337

平成18年12月31日残高 3,159 4,617 4,617

 
株主資本 

利益剰余金 
その他利益剰余金 

 
利益準備金 

別途積立金 繰越利益剰余金
利益剰余金合計

自己株式 
株主資本 
合計 

平成18年３月31日残高 327 7,800 1,749 9,877 △2,218 15,098

四半期中の変動額    

 株式交換による増加    337

 別途積立金の取崩  △800 800 －  －

 剰余金の配当  △369 △369  △369

 利益処分による役員賞与  △32 △32  △32

 四半期純利益  155 155  155

 自己株式の取得   △0 △0

 自己株式の処分  △1,241 △1,241 2,208 966
 株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 
（会社分割による承継） 

   

四半期中の変動額合計 － △800 △687 △1,487 2,207 1,057

平成18年12月31日残高 327 7,000 1,061 8,389 △11 16,155

 
 評価・換算差額等 
 
 
 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等 
合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 361 361 15,459

四半期中の変動額  

 株式交換による増加  337

 別途積立金の取崩  －

 剰余金の配当  △369

 利益処分による役員賞与  △32

 四半期純利益  155

 自己株式の取得  △0

 自己株式の処分  966
 株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 
（会社分割による承継） 

△361 △361 △361

四半期中の変動額合計 △361 △361 696

平成18年12月31日残高 － － 16,155
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当四半期（平成20年３月第３四半期） 

（単位 百万円） 

株主資本 
資本剰余金 

 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成19年３月31日残高 3,159 4,617 4,617

四半期中の変動額  

 剰余金の配当  

 四半期純利益  

 自己株式の取得  

四半期中の変動額合計 － － －

平成19年12月31日残高 3,159 4,617 4,617

 

株主資本 
利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

利益準備金 
別途積立金 繰越利益剰余金

利益剰余金合計
自己株式 

株主資本 
合計 

平成19年３月31日残高 327 7,000 989 8,317 △12 16,082

四半期中の変動額    

 剰余金の配当  △414 △414  △414

 四半期純利益  814 814  814

 自己株式の取得   △0 △0

四半期中の変動額合計 － － 400 400 △0 399

平成19年12月31日残高 327 7,000 1,389 8,717 △13 16,482

 

 
 
 
 

純資産合計 

平成19年３月31日残高 16,082

四半期中の変動額 

 剰余金の配当 △414

 四半期純利益 814

 自己株式の取得 △0

四半期中の変動額合計 399

平成19年12月31日残高 16,482
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前期（平成19年３月期） 

（単位 百万円） 

株主資本 
資本剰余金 

 
資本金 

資本準備金 資本剰余金合計 

平成18年３月31日残高 3,159 4,279 4,279

事業年度中の変動額  

 株式交換による増加 337 337

 別途積立金の取崩  

 剰余金の配当  

 利益処分による役員賞与  

 当期純利益  

 自己株式の取得  

 自己株式の処分  
 株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 
（会社分割による承継） 

 

事業年度中の変動額合計 － 337 337

平成19年３月31日残高 3,159 4,617 4,617

 
株主資本 

利益剰余金 
その他利益剰余金 

 
利益準備金 

別途積立金 繰越利益剰余金
利益剰余金合計

自己株式 
株主資本 
合計 

平成18年３月31日残高 327 7,800 1,749 9,877 △2,218 15,098

事業年度中の変動額    

 株式交換による増加    337

 別途積立金の取崩  △800 800 －  －

 剰余金の配当  △369 △369  △369

 利益処分による役員賞与  △32 △32  △32

 当期純利益  83 83  83

 自己株式の取得   △1 △1

 自己株式の処分  △1,241 △1,241 2,208 966
 株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 
（会社分割による承継） 

   

事業年度中の変動額合計 － △800 △760 △1,560 2,206 984

平成19年３月31日残高 327 7,000 989 8,317 △12 16,082

 
 評価・換算差額等 
 
 
 

その他有価証券 
評価差額金 

評価・換算差額等 
合計 

純資産合計 

平成18年３月31日残高 361 361 15,459

事業年度中の変動額  

 株式交換による増加  337

 別途積立金の取崩  －

 剰余金の配当  △369

 利益処分による役員賞与  △32

 当期純利益  83

 自己株式の取得  △1

 自己株式の処分  966
 株主資本以外の項目の事業
年度中の変動額 
（会社分割による承継） 

△361 △361 △361

事業年度中の変動額合計 △361 △361 623

平成19年３月31日残高 － － 16,082
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（４）四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

 

前年同四半期 当四半期 （参考）前期 
項目 

(
平成19年３月期

第 ３ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 ３ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

１．資産の評価基準及び評価

方法 

   

(1) 有価証券    

① 子会社株式及び関連

会社株式 

移動平均法による原価法 同左 同左 

② その他有価証券                    

時価のないもの  移動平均法による原価法  
    
２．固定資産の減価償却の 

  方法 

   

(1) 有形固定資産 定率法 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

器具備品  ３～10年 

同左 

なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。 

器具備品  ４～15年 

同左 

同左 

(2) 無形固定資産 定額法 

ただし、ソフトウェア（自

社利用分）については、

社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額

法 

同左 

同左 

同左 

同左 

    
３．引当金の計上基準    

(1) 役員賞与引当金          役員に対して支給する賞

与の支出に備えるため、

当事業年度における支給

見込額に基づき、当四半

期に見合う分を計上して

おります。 

         

(2) 賞与引当金 従業員の賞与の支出に備

えるため、支給見込額に

基づき計上しておりま

す。 

同左 同左 

(3) 役員退職慰労引当金          

なお、当社は平成18年４

月１日に会社分割したこ

とに伴い、従来計上して

いた役員退職慰労引当金

の全額を新たに設立した

子会社に承継させており

ます。 

                  

なお、当社は平成18年４

月１日に会社分割したこ

とに伴い、従来計上して

いた役員退職慰労引当金

の全額を新たに設立した

子会社に承継させており

ます。 
    
４．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のための

基本となる重要な事項 

   

(1) 消費税の会計処理 税抜方式によっておりま

す。 

同左 同左 
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（５）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の変更 

 

① 会計処理の変更 

 

前年同四半期 当四半期 （参考）前期 

(
平成19年３月期

第 ３ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 ３ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

（貸借対照表の純資産の部に関する

会計基準） 

 当四半期から｢貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準｣（企

業会計基準委員会 平成17年12月９

日 企業会計基準第５号）及び｢貸借

対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準の適用指針｣（企業会計基準

委員会 平成17年12月９日 企業会

計基準適用指針第８号）を適用して

おります。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の｢資本の部｣の合計に

相当する金額は16,155百万円であり

ます。 

 また、中間財務諸表等規則の改正

により、当四半期における四半期財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当四半期から「企業結合に係る会

計基準」(企業会計審議会 平成15

年10月31日)及び「事業分離等に関

する会計基準」(企業会計基準委員

会 平成17年12月27日 企業会計

基準第７号)並びに「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関

する適用指針」(企業会計基準委員

会 平成17年12月27日 企業会計

基準適用指針第10号)を適用してお

ります。 

 

（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当四半期から、改正後の「自己株

式及び準備金の額の減少等に関す

る会計基準」(企業会計基準委員会 

終改正平成18年８月11日 企業

会計基準第１号)及び「自己株式及

び準備金の額の減少等に関する会

計基準の適用指針」(企業会計基準

委員会 終改正平成18年８月11

日 企業会計基準適用指針第２号)

を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は

ありません。 

 なお、中間財務諸表等規則の改正

により、当四半期における四半期財

務諸表は、改正後の中間財務諸表等

規則により作成しております。 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

 当四半期から、法人税法の改正に

伴い、平成19年４月１日以降に取得

した有形固定資産については、改正

後の法人税法に基づく減価償却の方

法に変更しております。 

 この変更により、前年同四半期と

同様の方法によった場合に比べ、営

業利益、経常利益及び税引前四半期

純利益はそれぞれ０百万円減少して

おります。 

 

（貸借対照表の純資産の部に関する

会計基準） 

 当事業年度から｢貸借対照表の純

資産の部の表示に関する会計基準｣

（企業会計基準委員会 平成17年12

月９日 企業会計基準第５号）及び

｢貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準の適用指針｣（企業会

計基準委員会 平成17年12月９日 

企業会計基準適用指針第８号）を適

用しております。 

 これによる損益に与える影響はあ

りません。 

 なお、従来の｢資本の部｣の合計に

相当する金額は16,082百万円であり

ます。 

 また、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における財務諸表は、

改正後の財務諸表等規則により作成

しております。 

 

（企業結合に係る会計基準等） 

 当事業年度から「企業結合に係る

会計基準」(企業会計審議会 平成

15年10月31日)及び「事業分離等に

関する会計基準」(企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会

計基準第７号)並びに「企業結合会

計基準及び事業分離等会計基準に

関する適用指針」(企業会計基準委

員会 平成17年12月27日 企業会

計基準適用指針第10号)を適用して

おります。 

 

（自己株式及び準備金の額の減少等

に関する会計基準等の一部改正） 

 当事業年度から、改正後の「自己

株式及び準備金の額の減少等に関

する会計基準」(企業会計基準委員

会 終改正平成18年８月11日 

企業会計基準第１号)及び「自己株

式及び準備金の額の減少等に関す

る会計基準の適用指針」(企業会計

基準委員会 終改正平成18年８

月11日 企業会計基準適用指針第

２号)を適用しております。 

 これによる損益に与える影響は

ありません。 

 なお、財務諸表等規則の改正によ

り、当事業年度における財務諸表

は、改正後の財務諸表等規則により

作成しております。 
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② 表示方法の変更 

 

前年同四半期 当四半期 

(
平成19年３月期

第 ３ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 ３ 四 半 期  ) 
（四半期貸借対照表） 

 前年同四半期まで有形固定資産に属する科目は区分

掲記しておりましたが、資産の総額の100分の５を超え

るものがなくなったため、「有形固定資産」として一

括掲記することといたしました。なお、当四半期末に

おける有形固定資産に含まれている資産の内訳は、

「その他」(器具備品)２百万円であります。 

 「関係会社株式」は、前年同四半期まで「投資有価

証券」に含めて表示しておりましたが、資産の総額の

100分の５を超えたため、区分掲記することといたしま

した。なお、前年同四半期末における「関係会社株式」

の金額は284百万円であります。 

 「関係会社出資金」は、前年同四半期まで投資その

他の資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、

当四半期より当社は持株会社に業態変更したことに伴

い、関係会社への出資を明瞭に表示するため、区分掲

記することといたしました。なお、前年同四半期末に

おける「関係会社出資金」の金額は１百万円でありま

す。 

         

 

③ 追加情報 

 

前年同四半期 当四半期 （参考）前期 

(
平成19年３月期

第 ３ 四 半 期  ) (
平成20年３月期

第 ３ 四 半 期  ) （平成19年３月期） 

（持株会社への移行による業態変更

に伴損益計算書計上区分の変更） 

 当社は平成18年４月１日に分社

型新設分割の方法により会社分割

を実施し、新たに設立した株式会社

原信に営業のすべてを承継させ、持

株会社となりました。 

 この業態変更に伴い、損益計算書

の表示区分を次のとおり変更して

おりまうす。 

１ 平成18年４月１日以降に発生

した関係会社に対する経営指導

料収入ならびに受取配当金収入

を営業収益に計上しております。 

２ 平成18年４月１日以降に発生

した一般管理費を営業費用に計

上しております。 

（有形固定資産の減価償却の方法） 

 当四半期から、法人税法の改正に

伴い、平成19年３月31日以前に取得

した有形固定資産については、改正

前の法人税法に基づく減価償却方

法の適用により、取得価額の５％に

到達した事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価

額との差額を５年間に渡り均等償

却し、減価償却費に含めて表示して

おります。 

 これによる損益に与える影響は

ありません。 

 

（持株会社への移行による業態変更

に伴損益計算書計上区分の変更） 

 当社は平成18年４月１日に分社

型新設分割の方法により会社分割

を実施し、新たに設立した株式会社

原信に営業のすべてを承継させ、持

株会社となりました。 

 この業態変更に伴い、損益計算書

の表示区分を次のとおり変更して

おりまうす。 

１ 平成18年４月１日以降に発生

した関係会社に対する経営指導

料収入ならびに受取配当金収入

を営業収益に計上しております。 

２ 平成18年４月１日以降に発生

した一般管理費を営業費用に計

上しております。 
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（６） 近における四半期毎の業績（個別） 

 

（単位 百万円、％） 

 当第１四半期 当第２四半期 当第３四半期 
 

(
自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日) (
自 平成19年７月１日

至 平成19年９月30日) (
自 平成19年10月１日

至 平成19年12月31日) 
区分 金 額 百分比 金 額 百分比 金 額 百分比

営業収益 870 100.0 188 100.0 378 100.0

営業費用 187 21.6 218 116.1 222 58.8

営業利益 682 78.4 △30 △16.1 156 41.2

営業外収益 24 2.8 34 18.3 28 7.6

営業外費用 13 1.5 19 10.1 25 6.7

経常利益 693 79.7 △14 △7.9 159 42.1

特別利益 － － － － － －

特別損失 － － － － － －

税引前四半期純利益 693 79.7 △14 △7.9 159 42.1

法人税、住民税及び事業税 3 0.4 1 0.6 0 0.2

法人税等調整額 11 1.4 7 4.1 △1 △0.3

四半期純利益 678 77.9 △23 △12.6 159 42.2

純資産 16,526 16,502  16,482

総資産 22,075 24,073  25,952
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