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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 2,187 ― △17 ― △37 ― △36 ―

20年3月期第1四半期 2,372 4.4 △16 ― △41 ― △112 ―

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 △4,105.02 ―

20年3月期第1四半期 △12,628.71 ―

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 7,770 403 5.2 45,217.26
20年3月期 7,775 435 5.6 48,827.86

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  403百万円 20年3月期  435百万円

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 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― 0.00

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 4,740 △4.9 77 ― 10 ― 3 ― 399.73
通期 9,457 △4.7 181 ― 51 ― 37 ― 4,250.00

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  

詳細は、２ページ【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） 

詳細は、２ページ【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  8,916株 20年3月期  8,916株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  ―株 20年3月期  ―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  8,916株 20年3月期第1四半期  8,916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．本資料に記載されている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き判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。従いまして、実
際の業績等は、業況の変化等により、これらの予想数値と異なる場合があります。 
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。  



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１四半期会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰やエタノールの増産などエネルギー問題に端を発

し、ガソリンや食品など広範囲にわたる諸物価の上昇の勢いは衰えることなく増幅の一途を辿り、さらに米国のサ

ブプライムローン問題等の本格化と併せ、多くの消費者の家計に、大きな打撃を与えることになりました。  

 当社の事業地盤としております北海道・東北地方におきましては上記の状況はより深刻さを増しており、諸物価

の高騰は個人消費マインドを低調に推移させる結果となりました。そのような環境下で当業界におきましても個人

消費の低迷が続く中での出店増による店舗間競争の激化など、依然として非常に厳しい経営環境が継続しておりま

す。  

 このような状況のもと、当社においては経営基盤の充実強化に努め、業績の向上と社業の発展に総力を傾注し、

営業店舗においてはお客様に支持される店舗を作り上げるため、Ｑ（クオリティ）・Ｓ（サービス）・Ｃ（クリン

リネス）・Ｔ（トレーニング）・Ｍ（マネジメント）を心掛けて運営して参りました。    

店舗展開におきましては、前事業年度において店舗閉鎖損として計上しておりました不採算10店舗の閉店を行な

いました。 

これにより、当第１四半期会計期間における当社の稼動店舗は21業態121店舗となり（前年同期末22業態134店

舗）、この結果売上高2,187百万円（前年同期比7.8％減）となりました。また、上記不採算10店舗の閉鎖が主に６

月に実施されたことにより同期間における当該店舗の損失等が影響した結果、営業損失17百万円（前年同期、営業

損失16百万円）、経常損失37百万円（前年同期、経常損失41百万円）となりました。この結果、四半期純損失は36

百万円（前年同期、純損失112百万円）となりました。 

２．財政状態に関する定性的情報 

   当第１四半期における総資産は前事業年度末の7,775百万円に比べ５百万円減少し、7,770百万円となりました。 

 また、純資産は前事業年度末と比較して32百万円減少し、403百万円となりました。この主な減少の要因は、四半

期純損失の計上により繰越利益剰余金が36百万円減少したためであります。  

  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は、前事業年度末に比べ14百万円増加し、370百万円となっておりま

す。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

   営業活動の結果得られた資金は、22百万円となりました。これは主として、税引前四半期純損失31百万円を計上し

たものの、これには減価償却費126百万円等の非資金支出費用が含まれている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) 

   投資活動の結果支出した資金は、96百万円となりました。これは主として、有形固定資産の取得85百万円等による

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、88百万円となりました。これは主として、長期借入金による収入500百万円があ

ったものの長期借入金の返済371百万円等によるものであります。 

３．業績予想に関する定性的情報 

 平成21年３月期業績予想につきましては、現時点では、平成20年５月16日に公表致しました業績予想から変更は

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たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部商品において実地棚卸を省略し、前事業年度末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見

積もり、簿価切下げを行なう方法によっております。  
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     ②一般債権の貸倒見積高等の算定方法 

 当第１四半期末の貸倒実績率等が前期末に算定したものと著しい変化がないと認められる為に、前期末に

おいて算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して一般債権の貸倒見積高を算定しております。 

     ③固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却費について、予算に基づく年間償却予定額を期間按分し、期中の取得、売却又は除却する固定資

産の減価償却費の額を期間按分する方法によっております。 

     ④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税金控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。 

 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。 

     ②たな卸資産については、従来、主として売価還元法による原価法によっておりましたが、当第１四半期会計

期間より「たな卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、主として

売価還元法による原価法（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）により算定し

ております。 

この変更に伴う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 1,326,918 1,293,534

受取手形及び売掛金 245,905 233,273

商品 700,660 705,095

原材料 26,692 28,699

その他 255,100 232,921

貸倒引当金 △450 －

流動資産合計 2,554,826 2,493,525

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,091,853 2,127,045

工具、器具及び備品（純額） 541,706 548,191

土地 573,649 573,649

その他（純額） 58,359 44,296

有形固定資産合計 3,265,568 3,293,182

無形固定資産 189,142 192,806

投資その他の資産   

投資有価証券 300,650 292,602

長期前払費用 249,409 287,209

差入保証金 1,150,667 1,155,565

その他 87,612 89,939

貸倒引当金 △30,000 △31,602

投資その他の資産合計 1,758,340 1,793,713

固定資産合計 5,213,051 5,279,702

繰延資産 2,199 2,369

資産合計 7,770,077 7,775,597

負債の部   

流動負債   

買掛金 251,658 291,365

短期借入金 100,000 100,000

1年内返済予定の長期借入金 2,026,304 2,010,947

1年内償還予定の社債 280,000 290,000

未払法人税等 6,384 11,891

その他 488,131 489,189

流動負債合計 3,152,479 3,193,393

固定負債   

社債 270,000 300,000

長期借入金 3,689,706 3,576,325

退職給付引当金 18,059 20,135



（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) 

役員退職慰労引当金 75,670 75,408

その他 161,004 174,984

固定負債合計 4,214,441 4,146,854

負債合計 7,366,920 7,340,248

純資産の部   

株主資本   

資本金 388,153 388,153

資本剰余金 424,003 424,003

利益剰余金 △433,390 △396,789

株主資本合計 378,766 415,366

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 24,390 19,982

評価・換算差額等合計 24,390 19,982

純資産合計 403,157 435,349

負債純資産合計 7,770,077 7,775,597



（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 2,187,026

売上原価 889,453

売上総利益 1,297,572

販売費及び一般管理費  

販売費及び一般管理費合計 1,315,028

営業損失（△） △17,455

営業外収益 37,563

営業外費用 57,309

経常損失（△） △37,200

特別利益 5,953

特別損失 275

税引前四半期純損失（△） △31,523

法人税、住民税及び事業税 5,076

法人税等合計 5,076

四半期純損失（△） △36,600



（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（△） △31,523

減価償却費 126,674

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,076

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 261

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,152

受取利息及び受取配当金 △3,788

支払利息 32,779

社債発行費償却 169

有形固定資産除売却損益（△は益） 2,887

売上債権の増減額（△は増加） △12,631

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,824

その他の流動資産の増減額（△は増加） △6,034

仕入債務の増減額（△は減少） △42,328

未払消費税等の増減額（△は減少） 18,076

その他の流動負債の増減額（△は減少） △24,094

預り保証金の増減額（△は減少） △16,973

小計 43,071

利息及び配当金の受取額 13,536

利息の支払額 △26,132

法人税等の支払額 △7,929

営業活動によるキャッシュ・フロー 22,545

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 △29,299

定期預金の払戻による収入 10,536

投資有価証券の取得による支出 △647

有形固定資産の取得による支出 △85,218

有形固定資産の売却による収入 1,019

短期貸付金の増減額（△は増加） △2,011

長期貸付金の回収による収入 724

その他 8,232

投資活動によるキャッシュ・フロー △96,663

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

長期借入金の返済による支出 △371,262

社債の償還による支出 △40,000

財務活動によるキャッシュ・フロー 88,738

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 14,619

現金及び現金同等物の期首残高 355,995

現金及び現金同等物の四半期末残高 370,615



　    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

　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。

－ 1 －



「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　

　　　　　前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

金額　

Ⅰ　売上高 2,372,318

Ⅱ　売上原価 984,362

売上総利益 1,387,955

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,404,799

営業損失 △16,843

Ⅳ　営業外収益 34,086

Ⅴ　営業外費用 58,926

経常損失 △41,683

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 68,000

税引前四半期純損失 △109,683

税金費用 2,914

四半期純損失 △112,597

－ 2 －



（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書　　　

　　　　　前第１四半期累計期間（平成19年４月１日～６月30日）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

前年同四半期
（平成20年３月期
第１四半期）

区分 金額

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 △109,683

減価償却費 145,175

受取利息及び受取配当金 △5,818

支払利息 33,417

売上債権の増加額 △16,952

たな卸資産の増加額 △25,780

仕入債務の減少額 △13,782

その他 87,567

小計 94,143

利息及び配当金の受取額 3,527

利息の支払額 △26,454

法人税等の還付額 48

法人税等の支払額 △18,465

営業活動によるキャッシュ・フロー 52,799

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 △42,859

有形固定資産の取得による支出 △350,950

その他 △12,720

投資活動によるキャッシュ・フロー △406,529

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 300,000

長期借入金の借入による収入 500,000

長期借入金の返済による支出 △380,443

社債の償還による支出 △40,000

配当金の支払額 △32,989

財務活動によるキャッシュ・フロー 346,567

Ⅳ　現金及び現金同等物の減少額 △7,162

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 585,513

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 578,351
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