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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）

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 3,472 6.8 △54 ― △22 ― △48 ―

20年3月期第1四半期 3,252 △9.5 △126 ― △95 ― △134 ―

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 △4.31 ―

20年3月期第1四半期 △11.95 ―

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 13,391 8,919 66.6 792.70
20年3月期 14,015 9,057 64.6 804.96

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  8,919百万円 20年3月期  9,057百万円

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 ― 8.00 ― 9.00 17.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 8.00 ― 9.00 17.00

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  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2四半期累計期間 7,700 3.8 20 △78.1 80 △46.0 10 △45.5 0.89
通期 16,500 3.3 550 2.1 660 0.4 290 58.8 25.77

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、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。〕  

(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、3ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。〕  

(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  11,272,000株 20年3月期  11,272,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  20,183株 20年3月期  20,183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  11,251,817株 20年3月期第1四半期  11,255,825株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１． 上記予想は、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、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる可能性があ
ります。 
２． 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。  
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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１四半期は、新店舗として四国地区に 1店舗を出店し、６月末現在の店舗数は１９６店舗となりま

した。また、今期は既存店の底上げのため１２店舗の改装を予定しており、当第１四半期に２店舗の全面

リニューアルを実施いたしました。 

 営業面につきましては、昨年１２月に親会社となったエステール株式会社との共同販促による「日本一

セール」や昨年下期より開始した「地金下取りサービス」が順調に推移しました。また、スイートテン・

ダイヤモンドをはじめとする重点商品の販売強化やエステール株式会社との製販一体となった取り組みの

一貫として、同社の主力商品を新規に投入したことなどが奏功し、売上高は前期比 6.8％の増となりまし

た。 

  管理面につきましては、市場動向を把握・分析し、現場の効率向上と改善に取り組むとともに、業務効

率を一段とアップする為に、情報システムの全面的再構築に取り組んでおります。 

 以上の結果、営業成績につきましては、売上高は 3,472 百万円(前年同期は 3,252 百万円、前年同期比

6.8％増)、営業損失は 54 百万円(前年同期は 126 百万円の損失)、経常損失は 22 百万円(前年同期は 95 百

万円の損失)、四半期純損失は 48 百万円(前年同期は 134 百万円の損失)となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産・負債及び純資産の状況 

(資産) 

流動資産は、前事業年度末に比べて、703 百万円減少して 8,504 百万円となりました。これは主とし

て、現金及び預金が 935 百万円減少したことと夏企画商品を先行投入したことによる商品が 412 百万

円増加したことによるものであります。 

固定資産は、前事業年度末に比べて、79 百万円増加して 4,886 百万円となりました。これは主とし

て、新設及び改装店舗の内装設備の増加によるものであります。 

  (負債) 

流動負債は、前事業年度末に比べて、506 百万円減少して 3,257 百万円となりました。これは主とし

て、未払金 381 百万円の減少と法人税等の支払により未払法人税等が 273 百万円減少したことによる

ものです。 

    この結果、負債合計は、前事業年度末に比べて、486 百万円減少して 4,472 百万円となりました。 

  (純資産) 

    純資産は、前事業年度末に比べて、137 百万円減少して 8,919 百万円となりました。これは主とし 

て、利益剰余金の減少によるものです。 

    この結果、自己資本比率は、前事業年度末の 64.6%から 66.6%になりました。 
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(2) キャッシュ・フローの状況 

   当第 1四半期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 1,144 百 

万円減少し、1,514 百万円となりました。 

  (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

   当第 1四半期における営業活動により使用した資金は 804 百万円となりました。 

   これは主に、棚卸資産の増加と未払金の減少による資金の減少によるものです。 

  (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

   当第 1四半期における投資活動により使用した資金は 237 百万円となりました。 

   これは主に、定期預金預入と有形固定資産取得による支出が増加し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) 

   当第 1四半期における投資活動により使用した資金は 101 百万円となりました。 

   これは期末配当金の支払によるものです。 

 

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は、平成 20 年 4 月 30 日に公表いたしました業績予想に変更

はありません。 

 

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.簡便な会計処理 

① 固定資産の減価償却の算定方法は、定率法を採用しているものについて事業年度に係る減価償却費

の額を期間按分する方法としております。 

② 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等

の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測や

タックス・プランニングを利用する方法によっております。 

2.四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

  税金費用については、当第 1 四半期会計期間を含む事業年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算して

おります。この見積実効税率の算定にあたり加味する差異等は重要なものに限定する方法によって

おります。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

 (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. 当第 1四半期会計期間より「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。 
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2.   棚卸資産の評価に関する会計基準等の適用 

当第 1 四半期会計期間より「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）を適用し、評価基準については、主として個別法による低価法から

主として個別法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）

に変更しております。 

    この結果、従来の方法によった場合に比べて、損益に与える影響はありません。 

 

3. リース取引に関する会計基準等の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっていましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成 5 年 6 月 17 日

（企業会計審議会第一部会）、平成 19 年 3 月 30 日改正）)及び「リース取引に関する会計基準の適用

指針」（企業会計基準適用指針第 16 号（平成 6年 1月 18 日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）

平成 19 年 3月 30 日改正））を当第 1四半期会計期間から早期適用し、通常の売買取引に係る方法に準

じた会計処理によっています。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減

価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しています。 

なお、リース取引開始日が、リース会計基準等適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リ

ース取引については、引き続き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います。この

結果、従来の方法によった場合に比べて、損益に与える影響はありません。 
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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 2,177,742 3,112,877

売掛金 1,084,752 1,321,870

商品 4,460,732 4,048,052

貯蔵品 34,111 34,109

その他 748,879 693,099

貸倒引当金 △1,438 △1,685

流動資産合計 8,504,780 9,208,324

固定資産   

有形固定資産   

有形固定資産合計 757,597 714,547

無形固定資産   

無形固定資産合計 50,367 27,744

投資その他の資産   

敷金及び保証金 3,234,725 3,221,574

その他 849,175 848,624

貸倒引当金 △5,300 △5,434

投資その他の資産合計 4,078,599 4,064,765

固定資産合計 4,886,564 4,807,057

資産合計 13,391,344 14,015,381

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 564,820 556,711

短期借入金 100,000 100,000

未払金 1,672,222 2,053,679

未払法人税等 55,493 329,363

賞与引当金 172,500 352,911

役員賞与引当金 － 10,250

その他 692,436 360,747

流動負債合計 3,257,472 3,763,663

固定負債   

退職給付引当金 1,085,242 1,064,497

役員退職慰労引当金 63,468 129,957

その他 65,860 －

固定負債合計 1,214,571 1,194,455

負債合計 4,472,044 4,958,118
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（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 2,062,900 2,062,900

資本剰余金 1,968,745 1,968,745

利益剰余金 4,890,572 5,040,301

自己株式 △10,532 △10,532

株主資本合計 8,911,685 9,061,415

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,613 △4,151

評価・換算差額等合計 7,613 △4,151

純資産合計 8,919,299 9,057,263

負債純資産合計 13,391,344 14,015,381
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（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 3,472,493

売上原価 1,469,024

売上総利益 2,003,468

販売費及び一般管理費 2,058,013

営業損失（△） △54,545

営業外収益  

受取利息 4,790

受取配当金 3,445

受取手数料 15,455

雑収入 9,075

営業外収益合計 32,767

営業外費用  

支払利息 319

その他 0

営業外費用合計 319

経常損失（△） △22,096

特別利益  

貸倒引当金戻入額 380

特別利益合計 380

特別損失  

役員退職慰労金 12,737

投資有価証券評価損 11,219

特別損失合計 23,956

税引前四半期純損失（△） △45,672

法人税等合計 2,789

四半期純損失（△） △48,462
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（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（△） △45,672

減価償却費 51,414

退職給付引当金の増減額（△は減少） 20,744

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △66,488

賞与引当金の増減額（△は減少） △180,411

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,250

貸倒引当金の増減額（△は減少） △380

受取利息及び受取配当金 △8,236

支払利息 319

投資有価証券評価損益（△は益） 11,219

売上債権の増減額（△は増加） 237,117

たな卸資産の増減額（△は増加） △412,681

敷金及び保証金の増減額（△は増加） △12,835

仕入債務の増減額（△は減少） 8,108

未払金の増減額（△は減少） △427,036

その他 306,568

小計 △528,501

利息及び配当金の受取額 8,195

利息の支払額 △320

法人税等の支払額 △284,194

営業活動によるキャッシュ・フロー △804,821

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 △209,000

無形固定資産の取得による支出 △21,133

有形固定資産の取得による支出 △7,295

その他 △482

投資活動によるキャッシュ・フロー △237,911

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △101,402

財務活動によるキャッシュ・フロー △101,402

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,144,135

現金及び現金同等物の期首残高 2,658,827

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,514,692
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(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) 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 

  (要約)前四半期損益計算書 

前年同四半期 

(平成 20 年 3月期第 1四半期) 科目 

金額(千円) 

Ⅰ 売上高 3,252,082   

Ⅱ 売上原価 1,376,852   

  売上総利益 1,875,230   

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,002,185   

営業損失(△) △ 126,954   

Ⅳ 営業外収益 32,769   

Ⅴ 営業外費用 1,489   

  経常損失(△) △ 95,674   

Ⅵ 特別損失 23,094   

  税引前四半期純損失(△) △ 118,769   

  税金費用 15,696   

  四半期純損失(△) △ 134,465   
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