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

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％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 8,778 ― 415 ― 409 ― 211 ―

20年3月期第1四半期 8,840 6.7 510 △0.6 508 1.9 272 4.4

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 10.89 10.88
20年3月期第1四半期 13.80 13.76

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 20,742 12,913 62.0 664.47
20年3月期 21,026 12,991 61.6 665.40

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  12,859百万円 20年3月期  12,945百万円

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 ― ― ― 13.00 13.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 13.00 13.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期連結累計期間 18,514 4.2 1,161 2.7 1,151 2.1 524 △0.3 26.93
通期 38,201 5.9 2,229 6.7 2,209 6.3 1,033 10.9 53.10

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(3) 四半期連結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（四半期連結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ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。］  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  19,906,600株 20年3月期  19,906,600株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  554,056株 20年3月期  451,156株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  19,425,446株 20年3月期第1四半期  19,736,344株
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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１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、サブプライムローン問題による米国経済の減速や、

原油・原材料価格の高騰等により景気の先行きの不透明感が高まってまいりました。
　流通業界におきましては、競合の激化に加えて、ガソリンや食品の価格高騰、所得の伸び悩み等による消
費マインドの低下が見られ、非常に厳しい状況で推移しました。
　このような状況下で、当社グループは、小売部門につきましては、積極的に10店舗の新規出店を行ない、
当第１四半期連結会計期間末の店舗数は477店舗となりました。売上高につきましては、消費マインドの低下
の影響を強く受け、既存店売上高が前年同期比95.2%に止まったため、やや減少しました。卸売部門につきま
しても、売上高が減少しました。また、売上総利益率は改善しましたが、既存店の売上高減少により、販売
費及び一般管理費率が上昇し、営業利益、経常利益はそれぞれ減少しました。
　これらの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は8,778百万円(前年同期比0.7%減)、営業利益は415百
万円(前年同期比18.7%減)、経常利益409百万円(前年同期比19.5%減)、四半期純利益は211百万円(前年同期比
22.3%減)となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末における総資産は、商品の増加があったものの、現金及び預金や売上債権の

減少等により、前連結会計年度末に比べて283百万円減少の20,742百万円となりました。
　負債につきましては、短期借入金の増加があったものの、買掛債務や未払法人税等の減少等により、前連
結会計年度末に比べて205百万円減少の7,829百万円となりました。
　また、純資産につきましては、自己株式の増加等により、前連結会計年度末に比べて78百万円の減少の
12,913百万円となりました。

［キャッシュ・フローの状況］
営業活動によるキャッシュ・フローは、主として法人税等の支払等により、506百万円のマイナスとなりま

した。
　投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店及び改装に伴う設備投資等により、231百万円のマイナス
となりました。
　財務活動によるキャッシュ・フローは、配当の支払等によるマイナスがあったものの、短期借入金の増加
により150百万円のプラスとなりました。
　以上の結果、当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて587
百万円減少し、572百万円となりました。

3. 連結業績予想に関する定性的情報
今後も流通業界を取り巻く環境は厳しい状況が続くものと思われますが、当社グループは、既存店の売上

の回復と商品売上粗利益率の向上に努め、業績予想数値の達成を図ってまいります。
　現時点では、当期の連結業績予想につきましては平成20年5月9日に発表しました連結業績予想を変更して
おりません。

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用
たな卸資産について、実地たな卸を省略しております。

　また、その他影響の僅少なものについて、一部簡便的な方法を採用しております。

(3) 四半期連結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
当連結会計年度より「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、「四半期連結財
務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期

連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 600,088 1,188,038

受取手形及び売掛金 2,069,059 2,556,921

商品 8,278,310 7,599,299

原材料 24,341 40,326

貯蔵品 17,997 17,997

繰延税金資産 201,666 236,833

その他 155,815 45,776

貸倒引当金 △2,560 △2,560

流動資産合計 11,344,718 11,682,632

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,039,371 1,019,369

土地 671,315 678,315

その他 586,834 576,156

有形固定資産合計 2,297,522 2,273,841

無形固定資産 113,494 104,927

投資その他の資産

投資有価証券 55,995 50,264

長期貸付金 8,075 8,075

繰延税金資産 267,464 271,753

敷金及び保証金 6,462,775 6,447,601

その他 210,952 205,666

貸倒引当金 △18,211 △18,211

投資その他の資産合計 6,987,051 6,965,150

固定資産合計 9,398,068 9,343,919

資産合計 20,742,786 21,026,552
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(単位：千円)

当第１四半期

連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,399,993 3,607,504

短期借入金 400,000 －

1年内償還予定の社債 530,000 530,000

未払法人税等 232,031 570,861

賞与引当金 128,501 268,045

役員賞与引当金 5,100 20,400

その他 1,365,869 1,287,091

流動負債合計 6,061,496 6,283,903

固定負債

社債 1,025,000 1,025,000

退職給付引当金 345,147 339,533

役員退職慰労引当金 110,831 115,554

その他 286,682 270,766

固定負債合計 1,767,661 1,750,853

負債合計 7,829,158 8,034,756

純資産の部

株主資本

資本金 2,986,400 2,986,400

資本剰余金 4,185,722 4,185,722

利益剰余金 5,908,892 5,950,248

自己株式 △241,328 △192,766

株主資本合計 12,839,686 12,929,604

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 19,447 16,042

評価・換算差額等合計 19,447 16,042

新株予約権 54,494 46,149

純資産合計 12,913,628 12,991,795

負債純資産合計 20,742,786 21,026,552
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(2) 【四半期連結損益計算書】

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

至 平成20年６月30日)

売上高 8,778,197

売上原価 4,833,344

売上総利益 3,944,852

販売費及び一般管理費 3,529,513

営業利益 415,339

営業外収益

受取利息 27

受取配当金 456

受取賃貸料 100

受取保険金 150

受取手数料 920

その他 924

営業外収益合計 2,578

営業外費用

支払利息 6,017

支払保証料 1,318

その他 891

営業外費用合計 8,227

経常利益 409,690

特別利益

賞与引当金戻入額 59,094

その他 9,312

特別利益 68,406

特別損失

固定資産売却損 3,823

固定資産除却損 5,639

店舗閉鎖損失 3,100

減損損失 7,669

特別損失合計 20,233

税金等調整前四半期純利益 457,863

法人税、住民税及び事業税 209,168

法人税等調整額 37,130

法人税等合計 246,298

四半期純利益 211,564
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間

(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

税金等調整前四半期純利益 457,863

減価償却費 104,881

減損損失 7,669

受取利息及び受取配当金 △484

支払利息 6,017

売上債権の増減額（△は増加） 487,861

たな卸資産の増減額（△は増加） △663,025

仕入債務の増減額（△は減少） △207,511

賞与引当金の増減額（△は減少） △139,544

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,722

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,300

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,614

固定資産売却損益（△は益） 3,823

固定資産除却損 5,639

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,725

その他 3,786

小計 27,845

利息及び配当金の受取額 497

利息の支払額 △4,511

法人税等の支払額 △530,611

営業活動によるキャッシュ・フロー △506,780

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形及び無形固定資産の取得による支出 △241,084

有形及び無形固定資産の売却による収入 9,702

投資活動によるキャッシュ・フロー △231,382

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 400,000

自己株式の取得による支出 △48,561

配当金の支払額 △219,803

割賦未払金の増加額 52,891

割賦未払金の減少額 △34,313

財務活動によるキャッシュ・フロー 150,212

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △587,949

現金及び現金同等物の期首残高 1,160,338

現金及び現金同等物の四半期末残高 572,388
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当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結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

該当事項はありません。

(5) セグメント情報

［事業の種類別セグメント情報］
　 前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）

　事業の種類として「鞄・袋物販売事業」及び「不動産賃貸事業」を行なっておりますが、当第
　１四半期連結累計期間における「鞄・袋物販売事業」の売上高及び営業利益は、全セグメント
　の売上高及び営業利益の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグ
　メント情報の記載を省略しております。

　当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　事業の種類として「鞄・袋物販売事業」及び「不動産賃貸事業」を行なっておりますが、当第

　１四半期連結累計期間における「鞄・袋物販売事業」の売上高及び営業利益は、全セグメント
　の売上高及び営業利益の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグ
　メント情報の記載を省略しております。

［所在地別セグメント情報］
　 前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）
　 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。

　当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　 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］
　 前第１四半期連結累計期間（自 平成19年４月１日 至 平成19年６月30日）
　 該当事項はありません。

　当第１四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日）
　 該当事項はありません。

(6) 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。

決算短信 2008年07月30日 12時41分 04805xe01_in 6ページ （Tess 1.10 20080626_01）

7




