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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 765 ― △55 ― △53 ― △348 ―

20年3月期第1四半期 927 △49.3 △151 ― △164 ― △159 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △29.82 ―

20年3月期第1四半期 △13.64 ―

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

21年3月期第1四半期 4,403 3,224 73.2 275.60
20年3月期 4,764 3,565 74.8 304.68

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,224百万円 20年3月期  3,565百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― ― ―

21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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

第2四半期累計期間 1,459 ― △93 ― △94 ― △396 ― △33.84

通期 2,795 △11.8 △177 ― △181 ― △489 ― △41.83

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は２ペ－ジ〔定性的情報・財務諸表等〕 ４．その他 をご覧下さい。  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

（注）詳細は２ペ－ジ〔定性的情報・財務諸表等〕 ４．その他 をご覧下さい。  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  11,856,000株 20年3月期  11,856,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  155,106株 20年3月期  154,391株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  11,701,430株 20年3月期第1四半期  11,705,024株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 ・平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年５月９日に発表いたしました内容より修正を行っております。具体的な内容につきましては、平成20年７月30日発
表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
 ・平成21年３月期の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いた見通しであり、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場合があ
ります。 
 ・当事業年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針14号）
を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

   



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、サブプライムロ－ン問題による米国経済の減速や円高に加え、原油価格や

　原材料の高騰の影響により、景気の先行きに不透明感が増す状況になりました。

　　ホ－ムセンタ－業界におきましても、これらを背景に、消費者の購買意欲に変化がみられたこともあり、さらに

　厳しい経営環境になってまいりました。

　　このような状況のもと、当社におきましては、営業体質の強化及び経費削減に鋭意努力いたしましたが、当第１

　四半期は、営業収益は７億65百万円（前年同期比17.4％減）、営業損失55百万円（前年同四半期は１億51百万円の

　損失）、経常損失53百万円（前年同四半期は１億64百万円の損失）、当期純損失３億48百万円（前年同四半期は１

　億59百万円の損失）になりました。

２．財政状態に関する定性的情報

　　当第１四半期末の総資産は44億３百万円となり、前事業年度末と比較し３億61百万円減少いたしました。流動資

　産は９億90百万円となり、81百万円増加いたしました。主な要因は、現金預金の増加83百万円等によるものです。

　固定資産は34億12百万円となり、前事業年度末と比較し４億43百万円減少いたしました。主な要因は土地の減少３

　億77百万円、差入保証金の減少１億２百万円等によるものです。

　　当第１四半期末の負債合計は11億78百万円となり、前事業年度末と比較し20百万円減少いたしました。流動負債

　は８億47百万円となり、12百万円増加いたしました。主な要因は、支払手形の増加52百万円、１年以内長期借入金

　の減少32百万円等によるものです。固定負債は33百万円減少いたしました。主な要因は長期借入金の減少29百万円

　等によるものです。

　　当第１四半期末の純資産合計は32億24百万円となり、前事業年度末と比較し３億40百万円減少いたしました。主

　な要因は、当四半期純損失３億48百万円の計上等による減少です。これにより当第１四半期末の自己資本比率は　

　73.2％となりました。

 

　（キャッシュ・フローについて）

　　　当第１四半期末における現金及び現金同等物（以下資金という）は３億16百万円となり、前事業年度末に比べ

　　83百万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）

　　　　営業活動により得られた資金は13百万円となりました。これは主に、税引前四半期純損失３億47百万円があ

　　　るものの、固定資産売却損１億50百万円、減損損失１億43百万円の非資金費用や支払債務の増加額51百万円等

　　　があったことによるものです。

　　（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　投資活動により得られた資金は１億31百万円となりました。これは主に、有形固定資産等の売却97百万円等

　　　があったことによるものです。

　　（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　　　　財務活動により使用した資金は61百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済61百万円等があった

　　　ことによるものです。 

３．業績予想に関する定性的情報

　　平成21年３月期の業績予想につきまして、平成20年７月30日付にて業績予想の修正を行っております。具体的な

　内容につきましては、「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。

　　　　　　

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①たな卸高の算出につきましては、実地たな卸を省略し、前会計年度末の実地たな卸高を基礎として合理的な方

法により算出する方法によっております。

②定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によって

おります。

　　（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

　　　　①当事業年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関す

　　　　る会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則

　　　　」に従い四半期財務諸表を作成しております。

　　②「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会　平成18年７月５日　企業会計基準第９号）を当

第１四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方

法）に変更しております。

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 316,649 232,969

受取手形及び売掛金 6,435 7,642

商品 623,586 604,609

その他 44,272 64,066

流動資産合計 990,944 909,288

固定資産   

有形固定資産   

建物 990,865 1,002,457

土地 1,695,163 2,072,796

その他 55,523 60,329

無形固定資産 122,791 128,300

投資その他の資産   

投資有価証券 164,971 156,434

差入保証金 459,310 562,198

その他 54,341 95,656

貸倒引当金 △130,692 △222,816

固定資産合計 3,412,274 3,855,356

資産合計 4,403,218 4,764,644

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 337,855 286,323

短期借入金 260,000 260,000

1年内返済予定の長期借入金 194,200 226,600

その他 55,736 62,745

流動負債合計 847,791 835,668

固定負債   

長期借入金 62,000 91,000

預り保証金 268,604 272,691

固定負債合計 330,604 363,691

負債合計 1,178,396 1,199,359

   



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,596,500 3,596,500

資本剰余金 1,157 1,427,159

利益剰余金 △348,944 △1,426,001

自己株式 △21,263 △21,207

株主資本合計 3,227,449 3,576,449

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,627 △11,164

評価・換算差額等合計 △2,627 △11,164

純資産合計 3,224,822 3,565,285

負債純資産合計 4,403,218 4,764,644

   



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 738,463

売上原価 553,494

売上総利益 184,968

その他営業収入 27,130

営業総利益 212,098

販売費及び一般管理費 267,449

広告宣伝費 25,485

給料手当 94,163

減価償却費 17,670

賃借料 61,497

その他 68,632

営業損失（△） △55,350

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 1,455

たな卸資産処分益 3,388

その他 1,689

営業外収益合計 6,533

営業外費用  

支払利息 3,893

その他 1,247

営業外費用合計 5,140

経常損失（△） △53,957

特別利益  

貸倒引当金戻入額 123

特別利益合計 123

特別損失  

固定資産売却損 150,218

減損損失 143,142

特別損失合計 293,360

税引前四半期純損失（△） △347,194

法人税、住民税及び事業税 1,749

四半期純損失（△） △348,944

   



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △347,194

減価償却費 18,072

減損損失 143,142

貸倒引当金の増減額（△は減少） △123

受取利息及び受取配当金 △1,455

支払利息 3,893

固定資産売却損 150,218

売上債権の増減額（△は増加） 1,207

たな卸資産の増減額（△は増加） 5,122

預け金の増減額（△は増加） 2,309

仕入債務の増減額（△は減少） 51,532

その他 △3,259

小計 23,465

利息及び配当金の受取額 1,447

利息の支払額 △4,056

法人税等の支払額 △7,692

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,164

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 △4,674

有形固定資産の売却による収入 97,911

差入保証金の回収による収入 6,075

その他 32,658

投資活動によるキャッシュ・フロー 131,971

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △61,400

その他 △55

財務活動によるキャッシュ・フロー △61,455

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 83,679

現金及び現金同等物の期首残高 232,969

現金及び現金同等物の四半期末残高 316,649

   



　当事業年度より、「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い

四半期財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

　当社は、平成16年３月期から当第１四半期まで継続的な営業損失を計上し、また、四国地区以外の店舗閉鎖等

に伴う損失計上により、平成19年３月期、平成20年３月期と重要な当期純損失を計上しております。当該状況に

より、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

　営業損失の計上は、個人消費の低迷の中でホ－ムセンタ－業界における企業間競争の激化によるものであり、

過年度の大幅な当期純損失の計上は、これに対応すべく四国地区以外の店舗の閉鎖や売却、不採算事業からの撤

退を実施したことによるものであります。

　当社は当該事象を解消するため、四国地区の店舗に経営資源を集中し、営業力の強化と人件費を中心とした経

費削減、有利子負債の圧縮による支払利息の削減により収益力の改善を図り、利益体質の実現を目指してまいり

ます。

　四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期財務諸表には

反映しておりません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期損益計算書

科目
前年同四半期

（平成20年３月期第１四半期）
金額（千円）

Ⅰ　営業収入
 
　　　売上高
 
　　　その他営業収入

927,343
 

902,153
 

25,190

Ⅱ　売上原価 681,013

　営業総利益 246,330

Ⅲ　販売費及び一般管理費 398,017

　広告宣伝費　 31,731

　給料手当　 128,352

　減価償却費　 24,893

　賃借料　 115,001

　その他　 98,038

営業損失 151,687

Ⅳ　営業外収益 3,815

　受取利息　 220

　受取配当金　 1,092

　為替差益 8

　保険差益　 107

　ＰＯＳデータ提供料 1,014

　什器等売却収入 1,223

　その他 149

Ⅴ　営業外費用 16,831

　支払利息 8,307

　たな卸資産評価損 8,386

　その他 137

経常損失 164,703

Ⅵ　特別利益 88,856

　固定資産売却益 88,856

Ⅶ　特別損失 80,630

　固定資産除却損 1,264

　店舗撤退損 34,366

　和解金 45,000

税引前四半期純利益 156,477

法人税、住民税及び事業税 3,226

第１四半期純損失 159,703

－ 1 －



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年３月期第１四半期）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失　 △156,477

減価償却費 26,920

賃借料　 12,181

受取利息及び配当金 △1,313

支払利息 8,307

固定資産売却益 △88,856

固定資産除却損 138

売上債権の減少額 1,515

たな卸資産の減少額 36,825

預け金の減少額 338

仕入債務の増加額 46,279

未払消費税の減少額 △9,109

その他 △22,642

小計 △145,892

利息及び配当金の受取額 1,092

利息の支払額 △8,159

法人税等の支払額　 △18,211

営業活動によるキャッシュ・フロー △171,170

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 △27,390

有形固定資産の売却による収入 250,369

差入保証金の差入による支出 △114

差入保証金の回収による収入 105,074

その他　 51

投資活動によるキャッシュ・フロー 327,990

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　 91,500

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 △176,665

その他　 △76

財務活動によるキャッシュ・フロー 14,758

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 7

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） 171,585

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 179,052

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 350,638

－ 2 －
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