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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 6,257 ― △13 ― △14 ― △22 ―
20年3月期第1四半期 6,326 1.3 66 4.3 74 △20.2 33 △19.3

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 △1,417.88 ―
20年3月期第1四半期 2,120.81 2,105.75

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 17,761 3,201 18.0 204,425.54
20年3月期 17,009 3,234 19.0 206,558.38

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,201百万円 20年3月期  3,234百万円

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 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00

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 13,525 2.4 139 △2.1 129 1.7 60 23.7 3,894.76
通期 27,319 5.6 512 42.6 479 44.4 225 98.3 14,394.63

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  15,659株 20年3月期  15,659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  15,659株 20年3月期第1四半期  15,659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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績
等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、２ページ【定性的情報・
財務諸表等】３．業績予想に関する定性的情報 をご覧ください。 
２．当第１四半期より「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１四半期会計期間の経済環境は、米国景気の減速や原油・原材料の高騰などによって景気の先行

きに不透明感が増す状況となりました。加えて、生活防衛意識の高まりから、消費動向に低下がみられ

るなど事業環境は厳しさを増しております。 

 このような状況下で当社は、現場での販売に関する成功事例の水平展開や業務効率化による店舗配置

人員数の削減に取組んでまいりました。出店につきましては、香川県、徳島県に計３店舗を開設いたし

ました。また、店舗リニューアルのため、愛媛県で１店舗を閉店いたしました。しかし、他地域地盤の

競合他社の相次ぐ出店による競争の激化などから、当第１四半期の業績は売上高 6,257,229 千円、営業

損失は 13,809 千円、経常損失は 14,336 千円、四半期純損失は 22,202 千円となりました。 

 

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 

当第１四半期末の総資産につきましては、前事業年度末と比較して 751,698 千円増加し、17,761,655

千円となりました。これは主に差入敷金保証金が 123,591 千円減少したものの、商品が 458,287 千円、

長期貸付金が 152,739 千円増加したことによるものです。 

 負債につきましては、785,096 千円増加の 14,560,556 千円となりました。これは主に短期借入金が

725,020 千円減少したものの、支払手形及び買掛金が 825,267 千円、長期借入金が 767,583 千円増加し

たことによるものです。 

 純資産につきましては、33,398 千円減少の 3,201,099 千円となりました。これは利益剰余金の減少に

よるものです。 

 

（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

103,117 千円増加し、854,199 千円となりました。 

 営業活動の結果得られた資金は 268,656 千円となりました。これは主として、たな卸資産の増加

459,812 千円に対し、仕入債務の増加が 825,267 千円となったことによるものです。 

 投資活動の結果使用した資金は 192,443 千円となりました。これは主として、有形固定資産の取得に

よる支出 137,248 千円、貸付による支出 58,400 千円によるものです。 

 財務活動の結果得られた資金は 26,904 千円となりました。これは主として、短期借入金の返済による

支出 1,275,020 千円に対し、長期借入れによる収入が 1,300,000 千円とな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 

 現時点におきましては、平成 20 年５月 12 日発表の第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更は

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 

棚卸資産の評価方法 

四半期会計期間末における棚卸高の算出に関して、実地棚卸を省略し前事業年度に係る実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

(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通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として移動平均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「棚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、主として移動平均法による原価法（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。なお、この変更に伴い、

従来の方法によった場合と比べ、営業損失、経常損失及び税引前四半期純損失は、それぞれ 4,842

千円増加しております。 



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 1,034,199 931,082

売掛金 271,310 274,554

商品 4,783,508 4,325,221

その他 472,192 411,536

流動資産合計 6,561,212 5,942,394

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 2,557,481 2,568,932

土地 5,614,329 5,573,357

その他（純額） 356,156 311,559

有形固定資産合計 8,527,967 8,453,850

無形固定資産 50,995 51,063

投資その他の資産 2,621,480 2,562,648

固定資産合計 11,200,443 11,067,562

資産合計 17,761,655 17,009,957

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,848,711 4,023,444

短期借入金 499,960 1,224,980

1年内返済予定の長期借入金 2,116,708 2,043,858

1年内償還予定の社債 30,000 30,000

未払法人税等 10,966 46,988

賞与引当金 20,054 79,105

その他 377,387 363,686

流動負債合計 7,903,788 7,812,063

固定負債   

社債 55,000 55,000

長期借入金 6,225,741 5,531,007

退職給付引当金 185,215 187,603

役員退職慰労引当金 11,963 13,027

その他 178,847 176,758

固定負債合計 6,656,767 5,963,396

負債合計 14,560,556 13,775,460



（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 573,141 573,141

資本剰余金 656,216 656,216

利益剰余金 1,966,771 2,004,632

株主資本合計 3,196,129 3,233,991

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,969 506

評価・換算差額等合計 4,969 506

純資産合計 3,201,099 3,234,497

負債純資産合計 17,761,655 17,009,957



（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 6,257,229

売上原価 4,657,884

売上総利益 1,599,345

販売費及び一般管理費 1,613,155

営業損失（△） △13,809

営業外収益  

受取利息 5,602

受取賃貸料 43,738

その他 30,979

営業外収益合計 80,320

営業外費用  

支払利息 45,139

賃貸費用 27,682

その他 8,025

営業外費用合計 80,847

経常損失（△） △14,336

特別損失  

投資有価証券評価損 136

減損損失 3,873

特別損失合計 4,010

税引前四半期純損失（△） △18,347

法人税、住民税及び事業税 5,994

法人税等調整額 △2,138

法人税等合計 3,855

四半期純損失（△） △22,202



（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（△） △18,347

減価償却費 61,811

賞与引当金の増減額（△は減少） △59,050

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,388

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,063

固定資産受贈益 △8,151

投資有価証券評価損益（△は益） 136

受取利息及び受取配当金 △7,393

支払利息 45,139

減損損失 3,873

売上債権の増減額（△は増加） 3,244

未収入金の増減額（△は増加） 20,036

たな卸資産の増減額（△は増加） △459,812

仕入債務の増減額（△は減少） 825,267

その他 △49,722

小計 353,580

利息及び配当金の受取額 2,056

利息の支払額 △44,964

法人税等の支払額 △42,016

営業活動によるキャッシュ・フロー 268,656

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 △137,248

投資有価証券の取得による支出 △153

貸付けによる支出 △58,400

貸付金の回収による収入 21,026

差入保証金の差入による支出 △24,402

差入保証金の回収による収入 1,710

その他 5,024

投資活動によるキャッシュ・フロー △192,443

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 550,000

短期借入金の返済による支出 △1,275,020

長期借入れによる収入 1,300,000

長期借入金の返済による支出 △532,416

配当金の支払額 △15,659

財務活動によるキャッシュ・フロー 26,904

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 103,117

現金及び現金同等物の期首残高 751,082

現金及び現金同等物の四半期末残高 854,199



 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) 株主の資本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。 



 

「参考資料」 

前第１四半期に係る財務諸表等 

 

(1) （要約）四半期損益計算書（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） 
科  目 

金  額 

Ⅰ 売上高 6,326,450 

Ⅱ 売上原価 4,678,162 

売上総利益 1,648,288 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,581,711 

営業利益 66,576 

Ⅳ 営業外収益 80,348 

Ⅴ 営業外費用 71,939 

経常利益 74,985 

Ⅵ 特別利益 － 

Ⅶ 特別損失 18,787 

税 引前四半 期純利 益 56,198 

法人税、住民税及び事業税 22,988 

法人税等調整額 － 

四半期純利益 33,209 

 

 

 



 

(2) （要約）四半期キャッシュ・フロー計算書（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  

税引前当期純利益 56,198 

減価償却費 60,863 

賞与引当金の増減額（△は減少額） △72,083 

有価証券評価損 － 

退職給付引当金の減少額 △2,031 

役員退職慰労引当金の増加額 － 

器具備品受贈益 △8,895 

投資有価証券評価損 － 

投資有価証券売却益 － 

受取利息及び受取配当金 △5,991 

支払利息 44,866 

有形固定資産除却損 4,551 

減損損失 14,235 

売上債権の増減額（△は増加額） 17,566 

未収入金の減少額 38,829 

たな卸資産の増加額 △433,369 

仕入債務の増減額（△は減少額） 542,156 

その他 △99,826 

小計 157,068 

利息及び配当金の受取額 2,168 

利息の支払額 △44,173 

法人税等の支払額 △150,358 

営業活動によるキャッシュ・フロー △35,293 

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 － 

定期預金の払出による収入 － 

有形固定資産の取得による支出 △165,710 

有形固定資産の売却による収入 － 

投資有価証券の取得による支出 △151 

投資有価証券の売却による収入 － 

貸付けによる支出 △152,000 

貸付金の回収による収入 15,958 

差入敷金保証金の増加による支出 9,980 

差入敷金保証金の減少による収入 11,359 

その他 △2,075 

投資活動によるキャッシュ・フロー △282,639 

 



 

（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 

Ⅲ 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 1,300,000 

短期借入金の返済による支出 △1,615,020 

長期借入れによる収入 800,000 

長期借入金の返済による支出 △445,233 

社債発行による収入 － 

社債償還による支出 － 

配当金の支払額 △19,573 

財務活動によるキャッシュ・フロー 20,172 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 

（△は減少額） 
△297,760 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 704,229 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 406,468 
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