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

(1）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12月期第１四半期 1,393 (△4.5) 10 (△84.5) 15 (△70.8) 8 (△70.8)

19年12月期第１四半期 1,459 － 69 － 52 － 29 －

19年12月期 6,633 － 393 － 416 － 135 －

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12月期第１四半期 902 00 － －

19年12月期第１四半期 3,305 05 － －

19年12月期 14,347 75 － －

(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12月期第１四半期 4,881 1,252 25.7 130,439 38

19年12月期第１四半期 5,614 1,170 20.8 121,887 19

19年12月期 5,219 1,269 24.3 132,221 64

(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12月期第１四半期 △327 33 26 443

19年12月期第１四半期 72 23 499 1,016

19年12月期 418 △71 △56 711

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末

 円 銭

19年12月期第１四半期 － －

20年12月期第１四半期 － －

３．平成20年12月期の業績予想（平成20年１月１日　～　平成20年12月31日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 3,200 3.0 155 △2.2 180 13.9 73 197.5 7,620 93

通期 6,800 2.5 398 1.4 435 4.5 220 62.5 22,931 98

－ 1 －



４．その他

(1）四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

(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）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　無

※　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、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報に基づき作成しておりますが、実

際の業績は今後の事業環境、経済状況の変化等さまざまな要因により予想数値と異なる可能性があります。
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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１四半期におけるわが国経済は、①３月の月例経済報告において、３年３カ月ぶりに基調判断を２カ月連続し

て下方修正したほか、②有効求人倍率が昨年末以降、連続して1.0を下回るなど、企業業績の鈍化傾向が強まりまし

た。また、街角の景況感を示す③景気ウォッチャー調査における現状判断指数が５カ月連続して30台（３か月前と比

較した景況感が横ばいとするのは50）と低迷するなど、個人の消費マインドは低調に推移しました。

　当社が属する婦人靴業界におきましては、大型チェーン店等の市場における影響力の増大や、自社開発商品（ＰＢ

商品）の強化に加え、百貨店業界の再編の進行など、従来顧客の維持・確保が厳しい状況が続いております。

　こうした環境のもと、当第１四半期において当社は、「適品」の「適時」投入や、イレギュラーサイズ商材の市場

への投入を行ったほか、ＷＥＢ事業における販売チャネルの拡大に努めました。また、小売部門においては、２月に

宇都宮パルコ店、宇都宮ララスクエア店を閉鎖するとともに、岡山ＯＰＡ店を新規出店するなど採算性を重視したス

クラップアンドビルドを実施いたしました。この結果、３月31日現在の直営店舗数は14店舗となりました。

　しかしながら、専門店、スーパー・ＧＭＳにおける急激な構造変化への対応の遅れや、１、２月の気温が例年にな

く低かったことによる春物商材の販売の伸び悩みにより、売上・利益とも計画値を下回りました。

　この結果、当第１四半期につきましては、売上高1,393百万円（前年同期比4.5％減）、営業利益10百万円（前年同

期比84.5%減）、経常利益15百万円（前年同期比70.8%減）四半期純利益8百万円（前年同期比70.8％減）となりまし

た。

２．財政状態に関する定性的情報

（１）財政状態

　当第１四半期における総資産は、4,881百万円となり、前事業年度末比337百万円の減少となりました。

　流動資産は、前事業年度末に比べ347百万円減少の2,287百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金、受

取手形の減少および売掛金、たな卸資産の増加によるものであります。また、固定資産は、前事業年度末に比べ9百

万円増加の2,594百万円となりました。この主な要因は、新規直営店の出店（１店舗）に伴う有形固定資産の増加お

よび減価償却によるものであります。

　流動負債は、前事業年度末に比べ382百万円減少の2,166百万円となりました。この主な要因は、支払手形、未払法

人税等の減少および買掛金の増加によるものであります。また、固定負債は、前事業年度末に比べ61百万円増加の

1,463百万円となりました。この主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。

　純資産は、前事業年度末に比べ17百万円減少の1,252百万円となりました。この主な要因は、配当金の支払に伴う

繰越利益剰余金の減少によるものであります。この結果、自己資本比率は25.7％となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて267百万

円減少し、443百万円となりました。

　当第１四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因はつぎ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、使用した資金は327百万円（前年同期は72百万円の収入）となりました。

　主な内訳は、税引前四半期純利益15百万円、賞与引当金の増加額20百万円、売上債権の減少額73百万円に対し、

仕入債務の減少額257百万円、たな卸資産の増加額56百万円および法人税等の支払額117百万円によるものでありま

す。

　なお、前年同期の営業活動によるキャッシュ・フローが72百万円の収入となった主な要因は、同四半期会計期間

の末日が金融機関の休日であったため、支払手形の期末日満期手形308百万円の決済が翌月決済となったことにより

ます。
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（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33百万円（前年同期比42.0％増）となりました。

　これは主に、定期預金の払戻しによる収入138百万円に対し、定期預金の預入による支出78百万円および固定資産

の取得（無形固定資産を含む）による支出28百万円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26百万円（前年同期比94.7％減）となりました。

　これは主に、長期借入れによる収入300百万円に対し、長期借入金の返済による支出255百万円および配当金の支

払17百万円によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　業績予想につきましては、平成20年２月12日に発表いたしました「平成19年12月期　決算短信（非連結）」に記載

しております予想と変更はありません。
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第１四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金 ※２ 1,251,968   679,914   1,006,956   

２．受取手形 ※３ 410,224   355,865   523,987   

３．売掛金  1,003,419   973,353   879,148   

４．たな卸資産  230,144   257,423   201,314   

５．その他  25,447   26,434   29,064   

貸倒引当金  △13,900   △5,900   △6,100   

流動資産合計   2,907,304 51.8  2,287,091 46.9  2,634,371 50.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 895,630   806,078   792,837   

(2）土地 ※２ 1,479,999   1,529,346   1,529,346   

(3）その他 ※２ 39,067   31,189   36,007   

有形固定資産合計  2,414,698   2,366,614   2,358,191   

２．無形固定資産  7,109   12,094   6,801   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  90,925   27,911   30,445   

(2）その他  211,775   202,329   204,167   

貸倒引当金  △16,830   △14,397   △14,397   

投資その他の資産合
計

 285,870   215,843   220,215   

固定資産合計   2,707,679 48.2  2,594,553 53.1  2,585,208 49.5

資産合計   5,614,983 100.0  4,881,644 100.0  5,219,579 100.0
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前第１四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形 ※３ 1,044,801   724,425   1,184,010   

２．買掛金  462,921   469,297   266,970   

３．１年内返済予定長期借
入金

※２ 840,060   791,870   806,473   

４．１年内償還予定社債  50,000   －   －   

５．未払法人税等  25,115   9,373   122,665   

６．賞与引当金  19,500   20,400   －   

７．役員賞与引当金  2,400   －   －   

８．返品調整引当金  6,900   5,900   5,900   

９．その他 ※４ 148,810   144,954   162,704   

流動負債合計   2,600,508 46.3  2,166,221 44.4  2,548,724 48.8

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 1,618,845   1,207,175   1,148,508   

２．退職給付引当金  75,198   84,903   83,600   

３．役員退職慰労引当金  148,385   171,126   169,419   

４．その他  1,929   －   －   

固定負債合計   1,844,357 32.9  1,463,205 29.9  1,401,528 26.9

負債合計   4,444,866 79.2  3,629,426 74.3  3,950,252 75.7

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   308,100 5.5  308,100 6.3  308,100 5.9

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  230,600   230,600   230,600   

資本剰余金合計   230,600 4.1  230,600 4.7  230,600 4.4

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

別途積立金  68,035   68,035   68,035   

繰越利益剰余金  550,331   640,848   656,189   

利益剰余金合計   618,366 11.0  708,883 14.5  724,224 13.9

株主資本合計   1,157,066 20.6  1,247,583 25.6  1,262,924 24.2

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  13,050 0.2  4,634 0.1  6,403 0.1

評価・換算差額等合計   13,050 0.2  4,634 0.1  6,403 0.1

純資産合計   1,170,117 20.8  1,252,218 25.7  1,269,327 24.3

負債純資産合計   5,614,983 100.0  4,881,644 100.0  5,219,579 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
当第１四半期会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   1,459,397 100.0  1,393,123 100.0  6,633,869 100.0

Ⅱ　売上原価   1,018,426 69.8  981,504 70.5  4,606,274 69.4

売上総利益   440,971 30.2  411,618 29.5  2,027,594 30.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費   371,029 25.4  400,806 28.7  1,634,413 24.7

営業利益   69,941 4.8  10,812 0.8  393,181 5.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  22,496 1.5  17,669 1.3  109,997 1.7

Ⅴ　営業外費用 ※２  40,040 2.7  13,204 1.0  86,797 1.3

経常利益   52,397 3.6  15,277 1.1  416,381 6.3

Ⅵ　特別利益   ― 0.0  200 0.0  14,800 0.2

Ⅶ　特別損失 ※3,4  384 0.0  328 0.0  77,726 1.2

税引前四半期(当期)純
利益

  52,013 3.6  15,148 1.1  353,455 5.3

法人税、住民税及び事
業税

※６ 22,400   6,489   198,000   

法人税等調整額  － 22,400 1.6 － 6,489 0.5 19,983 217,983 3.3

四半期(当期)純利益   29,613 2.0  8,659 0.6  135,471 2.0

           

 

株式会社アマガサ (3070) 平成 20 年 12 月期 第１四半期財務・業績の概況（非連結）

－ 7 －



(3）四半期株主資本等変動計算書

前第１四半期会計期間（自　平成19年１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

株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高(千円) 167,500 90,000 90,000 68,035 536,717 604,752 862,252

第１四半期会計期間中の変動額        

 新株の発行 140,600 140,600 140,600    281,200

剰余金の配当     △16,000 △16,000 △16,000

四半期純利益     29,613 29,613 29,613

株主資本以外の項目の四半期会計
期間中の変動額(純額)

       

第１四半期会計期間中の変動額合
計(千円)

140,600 140,600 140,600  13,613 13,613 294,813

平成19年３月31日残高(千円) 308,100 230,600 230,600 68,035 550,331 618,366 1,157,066

        

 

 
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18年12月31日残高(千円) 10,256 10,256 872,509

第１四半期会計期間中の変動額    

 新株の発行   281,200

剰余金の配当   △16,000

四半期純利益   29,613

株主資本以外の項目の四半期会計
期間中の変動額(純額)

2,794 2,794 2,794

第１四半期会計期間中の変動額合
計(千円)

2,794 2,794 297,607

平成19年３月31日残高(千円) 13,050 13,050 1,170,117
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 当第１四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成19年12月31日残高(千円) 308,100 230,600 230,600 68,035 656,189 724,224 1,262,924

第１四半期会計期間中の変動額       －

剰余金の配当     △24,000 △24,000 △24,000

四半期純利益     8,659 8,659 8,659

株主資本以外の項目の四半期会計
期間中の変動額(純額)

      －

第１四半期会計期間中の変動額合
計(千円)

－ － － － △15,340 △15,340 △15,340

平成20年３月31日残高(千円) 308,100 230,600 230,600 68,035 640,848 708,883 1,247,583

        

 

 
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12月31日残高(千円) 6,403 6,403 1,269,327

第１四半期会計期間中の変動額   －

剰余金の配当   △24,000

四半期純利益   8,659

株主資本以外の項目の四半期会計
期間中の変動額(純額)

△1,768 △1,768 △1,768

第１四半期会計期間中の変動額合
計(千円)

△1,768 △1,768 △17,109

平成20年３月31日残高(千円) 4,634 4,634 1,252,218
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前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計資本準備

金
資本剰余
金合計

その他利益剰余金
利益剰余
金合計別途積立

金
繰越利益
剰余金

平成18年12月31日残高（千円） 167,500 90,000 90,000 68,035 536,717 604,752 862,252

事業年度中の変動額        

新株の発行 140,600 140,600 140,600    281,200

剰余金の配当     △16,000 △16,000 △16,000

当期純利益     135,471 135,471 135,471

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額）

事業年度中の変動額合計（千円） 140,600 140,600 140,600 － 119,471 119,471 400,671

平成19年12月31日残高（千円） 308,100 230,600 230,600 68,035 656,189 724,224 1,262,924

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18年12月31日残高（千円） 10,256 10,256 872,509

事業年度中の変動額

新株の発行 281,200

剰余金の配当 △16,000

当期純利益 135,471

株主資本以外の項目の事業年度中の
変動額（純額） △3,853 △3,853 △3,853

事業年度中の変動額合計（千円） △3,853 △3,853 396,818

平成19年12月31日残高（千円） 6,403 6,403 1,269,327
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前第１四半期会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度の
要約キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

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     

税引前四半期（当期）純利益  52,013 15,148 353,455

減価償却費  15,378 14,551 71,953

臨時償却費  － － 63,995

減損損失  － － 11,177

役員賞与引当金の増加額  2,400 － －

退職給付引当金の増加額  3,588 1,303 11,990

役員退職慰労引当金の増加額  1,560 1,707 22,594

貸倒引当金の増減額（減少：△）  400 △200 △9,832

返品調整引当金の減少額  － － △1,000

賞与引当金の増加額  19,500 20,400 －

受取利息及び受取配当金  △628 △523 △4,328

支払利息  11,902 8,834 46,455

投資有価証券売却益  － － △6,500

固定資産除却損  384 328 1,415

売上債権の増減額（増加：△）  △17,648 73,964 △6,212

たな卸資産の増加額  △32,375 △56,109 △3,545

仕入債務の増減額（減少：△）  139,949 △257,257 83,207

未払金の増加額  7,398 8,595 5,279

その他  △4,413 △32,410 16,269

小計  199,409 △201,667 656,374

利息及び配当金の受取額  641 658 4,205

利息の支払額  △11,581 △9,453 △46,104

法人税等の支払額  △115,693 △117,060 △196,338

営業活動によるキャッシュ・フロー  72,775 △327,523 418,137

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の預入による支出  △78,026 △78,351 △312,074

定期預金の払戻しによる収入  138,000 138,000 312,000

投資有価証券の売却による収入  － － 56,500

有形固定資産の取得による支出  △26,258 △22,696 △101,051

無形固定資産の取得による支出  △428 △5,750 △1,148

差入保証金の返還による収入  － 8,314 －

差入保証金の差入による支出  △9,142 △5,438 △23,150

その他  △470 △470 △2,433

投資活動によるキャッシュ・フロー  23,673 33,607 △71,357

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

長期借入れによる収入  500,000 300,000 700,000

長期借入金の返済による支出  △215,858 △255,936 △919,782

社債償還による支出  △50,000 － △100,000

株式の発行による収入  281,200 － 279,733

配当金の支払額  △16,000 △17,541 △16,000

財務活動によるキャッシュ・フロー  499,342 26,522 △56,048

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  595,791 △267,394 290,730

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  420,499 711,230 420,499

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期期末（期
末）残高

※ 1,016,290 443,836 711,230
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第１四半期会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．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

　第１四半期決算日の市場

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

総平均法により算定）を採

用しております。

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算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、売却原価は総平均法に

より算定）を採用しており

ます。
  

時価のないもの

　総平均法による原価法を

採用しております。

 
時価のないもの

同左

 
時価のないもの

同左

  
(2）デリバティブ

時価法

 
(2）デリバティブ

同左

 
(2）デリバティブ

同左
  

(3）たな卸資産

商品

先入先出法による原価法

 
(3）たな卸資産

商品

同左

 
(3）たな卸資産

商品

同左

 貯蔵品

最終仕入原価法
 

貯蔵品

同左
 

貯蔵品

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法を採用して

おります。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　３年～50年

構築物　　　　　　10年～15年

車両　　　　　　　５年～６年

器具及び備品　　　３年～20年

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

(1）有形固定資産

同左

   （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業

年度より、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

価償却方法によっております。

　なお、この変更による当事業年

度の損益に与える影響は軽微であ

ります。
  

(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づいておりま

す。

 
(2）無形固定資産

同左

 
(2）無形固定資産

同左

  
(3）長期前払費用

　定額法によっております。
 

 
(3）長期前払費用

同左
 

 
(3）長期前払費用

同左

３.繰延資産の処理方法 株式交付費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

株式交付費

同左

株式交付費

同左
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項目
前第１四半期会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

４．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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当第１四半期会計期間末における

退職給付債務の見込額に基づき計

上しております。

(2）退職給付引当金

同左

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき計上しており

ます。

 (3）返品調整引当金

　商品の返品に伴う損失に備える

ため、返品の実績率により、損失

見込額を計上しております。

(3）返品調整引当金

同左

(3）返品調整引当金

同左

 (4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当第１四半

期末要支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

 (5）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に備えるため、賞与支給見込

額の当第１四半期会計期間負担額

を計上しております。

(5）賞与引当金

同左

(5）　　　―――――

 (6）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、役員賞与支給見

込額の当第１四半期会計期間負担

額を計上しております。 

(6）　　　――――― (6）　　　―――――

５．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

６．四半期キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び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

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

 

同左

 

同左

７．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

 

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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(5）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第１四半期会計期間末
（平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間末
（平成20年３月31日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

321,653千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

446,715千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

440,318千円

   

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

現金及び預金 109,620千円

建物 821,345千円

土地 1,375,225千円

構築物

（有形固定資産「そ

の他」）

3,536千円

合計 2,309,728千円

現金及び預金 109,972千円

建物 730,560千円

土地 1,166,992千円

構築物

（有形固定資産「そ

の他」）

3,021千円

合計 2,010,546千円

現金及び預金 109,620千円

建物 723,329千円

土地 1,375,225千円

構築物

（有形固定資産「そ

の他」）

3,135千円

合計 2,211,310千円

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

１年内返済予定長期

借入金
256,840千円

長期借入金 744,113千円

合計 1,000,953千円

１年内返済予定長期

借入金
195,277千円

長期借入金 626,296千円

合計 821,573千円

１年内返済予定長期

借入金
155,552千円

長期借入金 708,462千円

合計 864,014千円

※３　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当第１四半期会計期間末日が

金融機関の休日であったため、次の期末

日満期手形が期末残高に含まれておりま

す。

※３　―――――

　

※３　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当期末日が金融機関の休日で

あったため、次の期末日満期手形が期末

残高に含まれております。

受取手形 6,682千円

支払手形 308,504千円

  

  

受取手形 3,212千円

※４　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負

債の「その他」に含めて表示しております。

※４　消費税等の取扱い

同左

※４　―――――
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（四半期損益計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

仕入割引 17,834千円 仕入割引 14,678千円 仕入割引 91,411千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 11,902千円

株式交付費 1,466千円

公開費用 25,306千円

支払利息 8,834千円

  

支払利息 46,455千円

  

※３　特別損失のうち主要なもの ※３　特別損失のうち主要なもの ※３　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 384千円 固定資産除却損 328千円 臨時償却費

固定資産除却損

63,995千円

1,415千円

減損損失 11,177千円

※４ ―――――  ※４　―――――

 

※４　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。

地域 主な用途 種類
金額

（千円）

栃木 直営店
設備

建物
器具備品
合計

6,089
410

6,500

岐阜 〃 建物
 

4,676
 

　当社は事業形態の違いにより、大きくは

卸売事業と小売事業にグルーピングし、小

売事業（直営店事業）は各店舗別にグルー

ピングしております。

　直営店のうち２店舗につき、閉店による

除却損の発生が見込まれるため、当該店舗

設備残高を減損損失（11,177千円）として

特別損失に計上しております。

　なお、当資産グループの回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、建物及

び器具備品については、正味売却価額は零

としております。

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 14,909千円

無形固定資産 319千円

  

有形固定資産 13,944千円

無形固定資産

 

456千円

 

有形固定資産 70,006千円

無形固定資産

 

1,347千円

 

※６　簡便法による税効果会計

　当第１四半期会計期間における税金費用

については、簡便法による税効果会計を適

用しているため、法人税等調整額は「法人

税、住民税及び事業税」に含めて表示して

います。

※６　簡便法による税効果会計

同左

※６　―――――
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第１四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式数

(株)
当第１四半期会計期
間増加株式数(株)

当第１四半期会計期
間減少株式数(株)

当第１四半期会計期
間末株式数(株)

発行済株式     

普通株式（注） 8,000 1,600 － 9,600

合　計 8,000 1,600 － 9,600

　（注）　普通株式の増加1,600株は、平成19年２月６日を払込期日とする有償一般募集増資によるものであります。

２．配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月28日

定時株主総会
普通株式 16,000 2,000 平成18年12月31日 平成19年３月29日 

当第１四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年３月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式数

(株)
当第１四半期会計期
間増加株式数(株)

当第１四半期会計期
間減少株式数(株)

当第１四半期会計期
間末株式数(株)

発行済株式     

普通株式 9,600 － － 9,600

合　計 9,600 － － 9,600

　

２．配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年３月26日

定時株主総会
普通株式 24,000 2,500 平成19年12月31日  平成20年３月27日
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前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式数

(株)
当事業年度増加株式
数(株)

当事業年度減少株式
数(株)

当事業年度末株式数
(株)

発行済株式     

普通株式（注） 8,000 1,600 － 9,600

合　計 8,000 1,600 － 9,600

　（注）　普通株式の増加1,600株は、平成19年２月６日を払込期日とする有償一般募集増資によるものであります。

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月28日

定時株主総会
普通株式 16,000 2,000  平成18年12月31日 平成19年３月29日 

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成20年３月26日

定時株主総会
普通株式 24,000 利益剰余金 2,500 平成19年12月31日 平成20年３月27日

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※　現金及び現金同等物の第１四半期末残高と

四半期貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

（平成19年３月31日現在）

※　現金及び現金同等物の第１四半期末残高と

四半期貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

（平成20年３月31日現在）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成19年12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,251,968千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金他
△235,678千円

現金及び現金同等物 1,016,290千円

現金及び預金勘定 679,914千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金他
△236,077千円

現金及び現金同等物 443,836千円

現金及び預金勘定 1,006,956千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金他
△295,726千円

現金及び現金同等物 711,230千円
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（リース取引関係）

前第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　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

　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

　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

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び当第

１四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び当第

１四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末

残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

第１四半
期末残高
相当額
（千円）

その他
（器具及
び備品）

140,531 60,001 80,530

無形固定
資産
（ソフト
ウェア）

42,443 15,338 27,105

合計 182,975 75,339 107,635

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

第１四半
期末残高
相当額
（千円）

その他
（器具及
び備品）

142,867 79,907 62,959

無形固定
資産
（ソフト
ウェア）

43,730 23,998 19,732

合計 186,598 103,906 82,692

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

その他
（器具及
び備品）

142,867 72,764 70,103

無形固定
資産
（ソフト
ウェア）

43,730 21,812 21,918

合計 186,598 94,576 92,022

２．未経過リース料当第１四半期末残高相当額

等

２．未経過リース料当第１四半期末残高相当額

等

２．未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料当第１四半期末残高相当額 　未経過リース料当第１四半期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 36,164千円

１年超 74,098千円

合計 110,262千円

１年内 36,497千円

１年超 48,752千円

合計 85,250千円

１年内 36,890千円

１年超 57,717千円

合計 94,608千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失

支払リース料 9,608千円

減価償却費相当額 9,111千円

支払利息相当額 606千円

支払リース料 9,883千円

減価償却費相当額 9,329千円

支払利息相当額 519千円

支払リース料 39,078千円

減価償却費相当額 36,928千円

支払利息相当額 2,343千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

 

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

 

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

 

５．利息相当額の算定方法

同左

 

５．利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

 

（減損損失について）

同左

 

（減損損失について） 

同左
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（有価証券関係）

前第１四半期会計期間末（平成19年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 17,517 39,525 22,008

合計 17,517 39,525 22,008

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 51,400

当第１四半期会計期間末（平成20年３月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 19,835 27,650 7,815

合計 19,835 27,650 7,815

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 261

前事業年度末（平成19年12月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 19,385 30,184 10,798

合計 19,385 30,184 10,798

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 261
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（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

対象物
の種類

取引の種類

前第１四半期会計期間
（平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（平成20年３月31日）

前事業年度
（平成19年12月31日）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

金利

金利スワップ

取引

変動受取・固

定支払

400,000 △1,929 △1,929 － － － － － －

合計 400,000 △1,929 △1,929 － － － － － －

（前第１四半期会計期間） （当第１四半期会計期間） （前事業年度）

　（注）　時価の算定方法

取引先の金融機関から提

示された価格等に基づき

算定しております。

―――――

   

―――――

（ストックオプション関係）

　該当事項はありません。

（持分損益等）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前第１四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 121,887円19銭

１株当たり四半期純利益金額 3,305円05銭

１株当たり純資産額 130,439円38銭

１株当たり四半期純利益金額 902円00銭

１株当たり純資産額 132,221円64銭

１株当たり当期純利益金額 14,347円75銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

 

同左

 

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  
前第１四半期会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年３月31日）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年３月31日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

四半期（当期）純利益 （千円） 29,613 8,659 135,471

普通株主に帰属しない金額 （千円） － － －

普通株式に係る四半期（当期）純利益 （千円） 29,613 8,659 135,471

期中平均株式数 （株） 8,960 9,600 9,442

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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