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（百万円未満切捨）

１．平成20年３月期第３四半期の業績（平成19年４月１日～平成19年12月31日）

(1）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 2,563 (△35.5) △291 (－) △319 (－) △1,193 (－)

19年３月期第３四半期 3,971 (△34.9) △573 (－) △622 (－) △735 (－)

（参考）19年３月期 4,793 (△37.0) △827 (－) △1,050 (－) △2,221 (－)

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 △102 00 － －

19年３月期第３四半期 △62 80 － －

（参考）19年３月期 △189 71 － －

(2）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 5,186 3,806 73.4 325 26

19年３月期第３四半期 8,858 6,613 74.7 564 97

（参考）19年３月期 6,966 5,010 71.9 428 09

(3）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３四半期 △394 1,059 △498 345

19年３月期第３四半期 △422 705 △713 145

（参考）19年３月期 △628 1,013 △781 179
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２．平成20年３月期の業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

　平成19年11月２日に公表しました業績予想の見直しは行っておりません。

３．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　：　有

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　：　無

［（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務情報等】３．その他をご覧ください。］
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【定性的情報・財務諸表等】

１．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、企業収益が堅調に推移し緩やかな回復が続いておりますが、サブプライムロー

ン問題に端を発した金融部門の動揺が実体経済に影響を与えつつあり、先行きは不透明なものとなっております。

　ホームセンター業界におきましては、原油や素材価格の高騰により仕入コストが上昇傾向であるにもかかわらず、同

業他社や他業態との競合激化により販売価格は抑制されており、一段と厳しい経営環境が続いております。

　こうした状況の下、ホームセンター事業におきましては、販売動向の把握と在庫管理をタイムリーに行うための新た

なＰＯＳシステムを導入するとともに、集客力向上のための店舗改装を順次行いました。また、抜本的な経営改革の一

環として、前事業年度における１店舗の売却及び10店舗の閉鎖に引き続き、当第３四半期においては平成19年６月に若

松店（北九州市八幡西区）を売却、平成19年７月には山口店（山口県山口市）、平成19年８月に春日井店（愛知県春日

井市）、平成19年９月に鹿児島店（鹿児島県鹿児島市）、平成19年10月に玉野店（岡山県玉野市）の４店舗を閉鎖しま

した。また、生鮮食料品事業におきましては、事業の効率化のため平成19年８月にファーム川内店（徳島県徳島市）を

閉鎖・転貸いたしました。

　これらの結果、当第３四半期における当社の営業収益は25億63百万円（前年同四半期比35.5％の減少）、営業損失は

２億91百万円（前年同四半期比２億82百万円の改善）、経常損失は３億19百万円（前年同四半期比３億３百万円の改善）、

四半期純損失は11億93百万円（前年同四半期比４億58百万円の悪化）となりました。

　なお、事業別、品目別の営業収益は以下のとおりであります。

品目 金額（百万円） 対前年同四半期増減率（％）

ホームセンター事業   

ＤＩＹ用品 867 △37.7

家電用品 252 △35.5

家庭用品 818 △38.9

スポーツ・レジャー用品 192 △35.7

酒・その他 112 △31.6

小計 2,244 △37.5

生鮮食料品事業 220 △21.5

その他の事業 23 71.6

売上高計 2,488 △35.9

その他営業収入 75 △13.4

営業収益 2,563 △35.5

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２．財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末における総資産は51億86百万円（前事業年度末は69億66百万円）となり、前事業年度末に比べ17億80

百万円の減少となりました。これは主に、現金及び預金の増加１億65百万円、たな卸資産の減少４億94百万円、建物及

び構築物の減少５億50百万円、土地の減少５億４百万円、差入保証金の減少１億99百万円及び貸倒引当金の増加1億66百

万円等によるものであります。

　当第３四半期末における負債の残高は13億80百万円（前事業年度末は19億56百万円）となり、前事業年度末に比べ５

億75百万円の減少となりました。これは主に、短期借入金の減少１億33百万円、１年以内長期借入金の減少１億44百万

円及び長期借入金の減少２億21百万円等によるものであります。

　当第３四半期末における純資産の残高は38億６百万円（前事業年度末は50億10百万円）となり、前事業年度末に比べ

12億４百万円の減少となりました。これは主に、第３四半期純損失の計上11億94百万円等によるものであります。これ

により、当第３四半期末における自己資本比率は73.4％となりました。
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（キャッシュ・フローの状況）

　当第３四半期における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は３億45百万円となり、前事業年度に比べ１億

65百万円の増加（前年同四半期は４億30百万円の減少）となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は３億94百万円となりました。これは主に、減価償却費74百万円、減損損失２億40百

万円、固定資産売却損３億28百万円、店舗撤退損２億６百万円及び工場閉鎖損52百万円等の非資金的費用やたな卸資

産の減少１億５百万円等がある一方で、税引前第３四半期純損失11億86百万円の計上、固定資産売却益１億55百万円

及び預け金の増加52百万円等があ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）

　投資活動の結果得られた資金は10億59百万円となりました。これは主に、有形固定資産等の売却９億32百万円及び

差入保証金の返還１億62百万円等があ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）

　財務活動の結果使用した資金は４億98百万円となりました。これは主に、短期借入金の純減少１億33百万円、長期

借入金の借入１億円及び長期借入金の返済４億65百万円等があったことによるものであります。

３．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　たな卸資産の評価方法及びその他影響額が僅少なものについては、一部簡便な方法を採用しております。

(2）最近事業年度からの会計処理方法の変更

　該当事項はありません。
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４．（要約）四半期財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

（千円未満切捨）

科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年３月期末）

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      

現金及び預金 145,255 345,030 199,775 137.5 179,052

受取手形及び売掛金 7,049 7,467 417 5.9 7,002

たな卸資産 1,500,611 698,580 △802,031 △53.4 1,192,752

その他 201,644 136,909 △64,735 △32.1 92,833

流動資産合計 1,854,561 1,187,986 △666,574 △35.9 1,471,640

Ⅱ　固定資産      

有形固定資産      

建物及び構築物 2,045,516 1,065,595 △979,920 △47.9 1,615,861

土地 3,303,251 2,139,171 △1,164,079 △35.2 2,644,072

その他 25,903 22,996 △2,907 △11.2 27,284

無形固定資産 259,393 133,194 △126,199 △48.7 188,697

投資その他の資産      

投資有価証券 485,106 166,371 △318,735 △65.7 204,677

差入保証金 813,979 567,157 △246,821 △30.3 766,593

その他 70,574 96,212 25,638 36.3 73,195

貸倒引当金 － △191,809 △191,809 － △25,142

固定資産合計 7,003,724 3,998,889 △3,004,834 △42.9 5,495,239

資産合計 8,858,285 5,186,876 △3,671,409 △41.4 6,966,880
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（千円未満切捨）

科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成19年３月期末）

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      

支払手形及び買掛金 507,545 382,672 △124,873 △24.6 366,835

短期借入金 355,000 260,000 △95,000 △26.8 393,000

１年以内返済予定長期
借入金

393,760 245,600 △148,160 △37.6 389,735

その他 142,314 68,239 △74,074 △52.0 146,083

流動負債合計 1,398,619 956,512 △442,107 △31.6 1,295,654

Ⅱ　固定負債      

長期借入金 475,540 152,200 △323,340 △68.0 373,600

預り保証金 285,328 271,979 △13,349 △4.7 281,241

その他 84,992 － △84,992 △100.0 5,504

固定負債合計 845,861 424,179 △421,681 △49.9 660,346

負債合計 2,244,480 1,380,691 △863,789 △38.5 1,956,000

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

資本金 3,596,500 3,596,500 － － 3,596,500

資本剰余金 3,648,196 1,427,159 △2,221,037 △60.9 3,648,196

利益剰余金 △735,332 △1,193,787 △458,454 － △2,221,037

自己株式 △20,735 △21,190 △455 － △20,886

株主資本合計 6,488,628 3,808,681 △2,679,947 △41.3 5,022,772

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券差額金 125,176 △2,496 △127,672 － 8,107

評価・換算差額等合計 125,176 △2,496 △127,672 － 8,107

純資産合計 6,613,804 3,806,185 △2,807,619 △42.5 5,010,879

負債、純資産合計 8,858,285 5,186,876 △3,671,409 △41.4 6,966,880

ナカイ㈱（9864）平成 20 年３月期　第３四半期財務・業績の概況（非連結）

－ 6 －



(2）（要約）四半期損益計算書

（千円未満切捨）

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

増減
（参考）前期

（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　営業収益 3,971,607 2,563,538 △1,408,069 △35.5 4,793,502

売上高 3,884,908 2,488,455 △1,396,453 △35.9 4,681,542

その他営業収入 86,699 75,083 △11,616 △13.4 111,959

Ⅱ　売上原価 2,846,053 1,835,278 △1,010,775 △35.5 3,449,278

営業総利益 1,125,553 728,259 △397,293 △35.3 1,344,223

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,699,477 1,019,336 △680,140 △40.0 2,171,758

広告宣伝費 118,378 89,786 △28,592 △24.2 145,942

給料手当 500,311 337,579 △162,731 △32.5 631,275

減価償却費 90,753 69,885 △20,867 △23.0 119,738

賃借料 558,600 262,036 △296,564 △53.1 687,194

その他 431,433 260,048 △171,385 △39.7 587,606

営業損失 573,923 291,076 282,846 － 827,534

Ⅳ　営業外収益 10,362 13,823 3,461 33.4 15,636

受取利息 669 473 △195 △29.2 898

受取配当金 4,656 1,996 △2,660 △57.1 4,747

為替差益 － 5 5 － －

保険差益 3,291 2,682 △608 △18.5 4,289

ＰＯＳデータ提供料 900 1,684 784 87.1 1,200

什器等売却収入 － 5,985 5,985 － 3,322

その他 845 997 151 17.9 1,179

Ⅴ　営業外費用 58,946 41,760 △17,186 △29.2 238,172

支払利息 30,130 21,117 △9,013 △29.9 38,141

為替差損 94 － △94 － 95

たな卸資産評価損 27,268 19,814 △7,453 △27.3 196,805

その他 1,453 828 △625 △43.0 3,129

経常損失 622,507 319,013 303,494 － 1,050,071
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（千円未満切捨）

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

増減
（参考）前期

（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）

Ⅵ　特別利益 93,453 157,309 63,855 68.3 274,167

投資有価証券売却益 2 2,175 2,173 － 213,327

固定資産売却益 － 155,133 155,133 － －

店舗譲渡益 82,392 － △82,392 △100.0 60,839

貸倒引当金戻入益 11,058 － △11,058 △100.0 －

Ⅶ　特別損失 191,658 1,024,424 832,765 434.5 1,426,921

固定資産除却損 14 4,967 4,953 － 177

固定資産売却損 － 328,496 328,496 － －

店舗撤退損 98,989 397,343 298,353 301.4 411,648

工場閉鎖損 － 52,859 52,859 － －

減損損失 92,654 240,756 148,102 159.8 1,015,095

税引前第３四半期
純損失

720,712 1,186,127 △465,415 － 2,202,825

法人税、住民税及び
事業税

14,619 7,659 △6,960 △47.6 18,211

第３四半期純損失 735,332 1,193,787 △458,454 － 2,221,037
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(3）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

（千円未満切捨）

 
前年同四半期

（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

（参考）前期
（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    

税引前第３四半期純損失 △720,712 △1,186,127 △2,202,825

減価償却費 96,152 74,362 126,958

減損損失 92,654 240,756 1,015,095

貸倒引当金の増加額（△減少額） △11,058 － 14,083

賃借料 40,253 32,643 52,434

受取利息及び配当金 △5,325 △2,469 △5,645

支払利息 30,130 21,117 38,141

固定資産売却益 △82,392 △155,133 －

営業譲渡益 － － △60,839

投資有価証券売却益 － △2,175 △213,327

固定資産除却損 － 4,967 141

固定資産売却損 － 328,496 －

店舗撤退損 19,183 206,140 247,220

工場閉鎖損 － 52,717 －

売上債権の減少額（△増加額） 7,975 △465 8,023

たな卸資産の減少額 425,830 105,593 733,689

預け金の減少額（△増加額） △39,121 △52,066 28,877

仕入債務の増加額（△減少額） △228,201 15,836 △368,911

未払消費税等の増加額（△減少額） 18,398 △14,893 9,866

その他 △24,172 △27,249 △1,307

小計 △380,406 △357,948 △578,325

利息及び配当金の受取額 5,544 2,013 5,645

利息の支払額 △27,163 △20,709 △35,312

法人税等の支払額 △20,541 △18,129 △20,541

営業活動によるキャッシュ・フロー △422,568 △394,773 △628,534
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（千円未満切捨）

 
前年同四半期

（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成19年３月期）

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産等の取得による支出 △2,275 △38,377 △6,375

有形固定資産等の売却による収入 － 932,127 －

投資有価証券の売却による収入 66 4,373 317,267

差入保証金の差入による支出 △755 △6,614 △928

差入保証金の返還による収入 41,883 162,130 58,581

営業譲渡による収入 666,884 － 645,331

その他 30 5,945 △161

投資活動によるキャッシュ・フロー 705,833 1,059,585 1,013,714

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増加額（△純減少額） △352,670 △133,000 △314,670

長期借入金の借入による収入 － 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △360,289 △465,535 △466,254

その他 △637 △303 △788

財務活動によるキャッシュ・フロー △713,596 △498,838 △781,712

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 2 5 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（△減少額） △430,328 165,978 △396,531

Ⅳ　現金及び現金同等物の期首残高 575,583 179,052 575,583

Ⅳ　現金及び現金同等物の期末残高 145,255 345,030 179,052
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