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 (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 12,887 ― 213 ― 262 ― △287 ―20年3月期第1四半期 11,771 6.6 519 △34.1 538 △35.1 178 △54.81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 △16.15 △16.1220年3月期第1四半期 9.78 9.73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 28,037 10,502 36.9 581.2720年3月期 28,824 11,098 38.0 615.48（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  10,348百万円 20年3月期  10,950百万円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 0.00 18.00 18.0021年3月期 0.00 ――― ――― ――― ―――21年3月期（予想） ――― 0.00 0.00 18.00 18.003.  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 27,000 ― 550 ― 650 ― △30 ― △1.69通期 56,500 11.9 2,400 1.2 2,600 1.1 950 △9.1 53.364.  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  無  （注）詳細は、３ページ【定性情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  (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、３ページ【定性情報・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 （1）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、「四半期連結債務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 （2）当業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報及び不確実な要因に係る仮定を前提としており、今後様々な要因により変動する可能性があります。  

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 有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  19,349,200株 20年3月期  19,337,200株② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  1,546,018株 20年3月期  1,546,000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  19,339,903株 20年3月期第1四半期  18,281,200株







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 4,006,564 4,759,941 

受取手形及び売掛金 896,473 910,945 

商品 6,575,495 6,457,059 

繰延税金資産 435,116 642,369 

その他 1,568,142 1,779,749 

貸倒引当金 － △8,329 

流動資産合計 13,481,793 14,541,735 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,716,017 4,584,620 

土地 162,938 162,938 

建設仮勘定 7,024 16,089 

その他 422,390 419,062 

有形固定資産合計 5,308,371 5,182,710 

無形固定資産   

のれん 365,727 － 

その他 799,607 1,087,723 

無形固定資産合計 1,165,335 1,087,723 

投資その他の資産   

投資有価証券 1,352,423 1,597,541 

長期貸付金 67,360 62,280 

繰延税金資産 132,182 147,984 

差入保証金 6,411,488 6,102,647 

その他 170,132 157,270 

貸倒引当金 △51,384 △55,140 

投資その他の資産合計 8,082,202 8,012,582 

固定資産合計 14,555,909 14,283,016 

資産合計 28,037,702 28,824,751 



（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   

買掛金 952,622 602,950 

短期借入金 4,551,667 3,820,000 

1年内返済予定の長期借入金 2,238,629 2,311,672 

未払法人税等 112,380 971,495 

賞与引当金 105,960 357,005 

店舗閉鎖損失引当金 37,347 43,800 

未払金 1,541,682 1,668,731 

その他 1,131,440 1,104,483 

流動負債合計 10,671,729 10,880,139 

固定負債   

長期借入金 5,067,316 5,106,719 

長期未払金 1,573,930 1,544,907 

その他 222,623 194,191 

固定負債合計 6,863,869 6,845,818 

負債合計 17,535,598 17,725,958 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,527,094 2,523,494 

資本剰余金 2,720,883 2,717,283 

利益剰余金 5,769,583 6,383,967 

自己株式 △738,794 △738,778 

株主資本合計 10,278,766 10,885,965 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 98,327 95,105 

為替換算調整勘定 △28,578 △30,928 

評価・換算差額等合計 69,748 64,177 

少数株主持分 153,587 148,650 

純資産合計 10,502,103 11,098,793 

負債純資産合計 28,037,702 28,824,751 



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（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 12,887,498 

売上原価 4,726,749 

売上総利益 8,160,748 

販売費及び一般管理費  

貸倒引当金繰入額 4,663 

給料及び手当 794,479 

パート・アルバイト給与 2,003,019 

賞与 108,118 

賞与引当金繰入額 103,961 

地代家賃 2,055,287 

賃借料 284,495 

その他 2,592,929 

販売費及び一般管理費合計 7,946,954 

営業利益 213,794 

営業外収益  

持分法による投資利益 1,561 

自動販売機等設置料収入 39,007 

その他 81,197 

営業外収益合計 121,766 

営業外費用  

支払利息 47,464 

その他 25,221 

営業外費用合計 72,685 

経常利益 262,874 

特別利益  

貸倒引当金戻入額 16,749 

特別利益合計 16,749 

特別損失  

投資有価証券評価損 256,000 

店舗閉鎖損失 31,725 

店舗閉鎖損失引当金繰入額 31,050 

固定資産除却損 3,231 

減損損失 10,584 

特別損失合計 332,591 

税金等調整前四半期純損失（△） △52,967 

法人税、住民税及び事業税 68,705 

法人税等調整額 232,968 

過年度法人税等戻入額 72,176 

少数株主利益 △4,937 

四半期純損失（△） △287,403 



（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損失（△） △52,967 

減価償却費 364,262 

賞与引当金の増減額（△は減少） △251,045 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,085 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △6,453 

支払利息 47,464 

店舗閉鎖損失 31,725 

固定資産除却損 3,231 

減損損失 10,584 

持分法による投資損益（△は益） △1,561 

投資有価証券評価損益（△は益） 256,000 

売上債権の増減額（△は増加） 14,149 

たな卸資産の増減額（△は増加） △95,355 

仕入債務の増減額（△は減少） 349,422 

未払金の増減額（△は減少） △110,235 

その他 △14,132 

小計 533,003 

利息及び配当金の受取額 6,562 

利息の支払額 △45,611 

法人税等の支払額 △791,098 

営業活動によるキャッシュ・フロー △297,144 

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 △52,692 

定期預金の払戻による収入 62,132 

有形固定資産の取得による支出 △141,288 

無形固定資産の取得による支出 △173,099 

差入保証金の差入による支出 △356,371 

差入保証金の回収による収入 37,218 

その他 98,932 

投資活動によるキャッシュ・フロー △525,168 



（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) 

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 1,900,000 

短期借入金の返済による支出 △1,168,333 

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 △612,446 

長期未払金の返済による支出 △246,821 

株式の発行による収入 7,200 

自己株式の取得による支出 △15 

配当金の支払額 △320,241 

財務活動によるキャッシュ・フロー 59,342 

現金及び現金同等物に係る換算差額 287 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △762,683 

現金及び現金同等物の期首残高 4,463,073 

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 18,689 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,719,079 
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