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1.  平成21年5月期第1四半期の業績（平成20年6月1日～平成20年8月31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5月期第1四半期 1,938 △22.1 △55 ― △53 ― △35 ―

20年5月期第1四半期 2,448 12.1 0 △96.1 1 △97.1 0 △97.0

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5月期第1四半期 △1,833.73 ―

20年5月期第1四半期 30.22 29.88

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5月期第1四半期 3,545 1,530 42.2 76,640.32
20年5月期 3,696 1,566 41.6 78,751.60

（参考） 自己資本   21年5月期第1四半期  1,496百万円 20年5月期  1,537百万円

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5月期 ― ― ― 280.00 280.00
21年5月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年5月期（予想） ――― ― ― 1,800.00 1,800.00

3.  平成21年5月期の業績予想（平成20年6月1日～平成21年5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 4,717 △6.2 △1 ― △2 ― 4 ― 204.92
通期 10,743 10.0 245 ― 244 ― 184 ― 9,426.23

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年5月期第1四半期  19,520株 20年5月期  19,520株

② 期末自己株式数 21年5月期第1四半期  ―株 20年5月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年5月期第1四半期  19,520株 20年5月期第1四半期  19,520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。 
   ２．当会計年度より「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１四半期におけるわが国経済は、原油および穀物価格等の高騰による物価上昇、サブプライ

ムローン問題による米国の景気減速懸念により、先行き不透明な状況で推移いたしました。 

  このような状況の下、中期事業計画(平成 21 年 5 月期～平成 23 年 5 月期)に掲げる商品開発型企

業への変化を成し遂げるべく自社開発商品の取組みに注力するとともに、生協ルートおよび一般ル

ート(百貨店、同業他社等の一般事業会社への販売)でのカタログ企画提案に努めてまいりました。 

  セグメント別売上高につきましては、メインマーケットである生協ルートにおいて前期から続い

ております雑貨類カタログ企画の減少およびカタログ効率のダウン等により売上高 1,372 百万円

（前年同四半期 1,752 百万円）となりました。一般ルートは順調に推移し売上高 476 百万円（前年

同四半期 393 百万円）となりました。Ｂ to Ｃルート(エンドユーザーへのダイレクト通信販売)は

テレビを媒体としたインフォマーシャルでの販売を費用対効果を鑑み行わなかったことから売上高

68 百万円（前年同四半期 295 百万円）となりました。その他は物流代行による売上高増に伴い売上

高 21 百万円（前年同四半期 6百万円）となりました。 

  以上の結果、営業成績につきましては、売上高 1,938 百万円（前年同四半期 2,448 百万円）、営業

損失 55 百万円（前年同四半期営業利益 0百万円）、経常損失 53 百万円（前年同四半期経常利益 1百

万円）、四半期純損失 35 百万円（前年同四半期純利益 0百万円）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 

 （資産） 

   流動資産は、前事業年度末に比べて、133 百万円減少して 2,709 百万円となりました。これは

主として、商品が 105 百万円増加しておりますが、現金及び預金が 46 百万円減少、売掛金が 193

百万円減少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、18 百万円減少して 835 百万円となりました。これは主と

して減価償却による有形固定資産 6百万円減少、無形固定資産 10 百万円減少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、20 百万円減少して 1,529 百万円となりました。これは主

として買掛金 35 百万円の増加がありますが、一年以内返済長期借入金が 23 百万円減少、未払金

が 33 百万円減少したことによるものです。 

   固定負債は、前事業年度末に比べて、94 百万円減少して 485 百万円となりました。これは主と

して長期借入金が 96 百万円減少したことによるものです。 

 （純資産） 

   純資産は、前事業年度末に比べて、36 百万円減少して 1,530 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。 

 

（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 46

百万円減少し、169 百万円となりました。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動における資金の増加は 75 百万円であります。これは、たな卸資産の増加 105 百万円が

あったものの、売上債権の減少 185 百万円があったことが主な要因であります。 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動における資金の増加は 1 百万円であります。これは積立保険金解約による収入 2 百万

円があったことが主な要因であります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動における資金の減少は124百万円であります。これは長期借入金の返済による支出119

百万円、配当金の支払による支出 4百万円があった為であります。 

 
 
 
 
 



 
 
３．業績予想に関する定性的情報 

  業績予想に関する定性的情報につきましては、平成 20 年７月 15 日付けにて発表いたしました業

績予想に変更はありません。 

 

４．その他 

 （1）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 

   ・繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

     繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前会計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、前会計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 

     ・税金費用の計算 

    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。なお、法人税等調整額は「法人税、住民税及び事業税」に含め

て表示しております。 

 

 （3）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更について 

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当会計年度より「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棚卸資産の評価に関する会計基準 

    「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）を当第１四半期会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法

（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。これによる損益への影響は

ありません。 

   ③返品調整引当金の計上 

     当第１四半期会計期間より、返品による損失に備えるため過去の実績を基準として算出し

た見積額を計上しております。従来、返品に伴う損失は、返品を受けた期間の売上高の控除

として処理しておりましたが、返品額の重要性が増加してきたことから、より適正な期間損

益計算を図るため、当会計年度から、過去の返品実績率に基づく将来の返品損失見込額を返

品調整引当金として計上する方法に変更いたしました。この変更に伴い、従来の方法によっ

た場合に比べ、売上総利益が 34 千円増加し、営業損失及び経常損失がそれぞれ 34 千円減少

し、税引前四半期純損失が 7,586 千円増加しております。 

   ④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

会計処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第 13 号)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)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会計処理によっております。これによる損益

への影響はありません。 

 



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８月31日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 169,469 215,642

受取手形及び売掛金 1,556,897 1,745,718

商品 854,335 749,992

その他 131,524 132,348

貸倒引当金 △2,762 △935

流動資産合計 2,709,465 2,842,767

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 216,925 219,307

土地 260,225 260,225

その他（純額） 30,897 34,852

有形固定資産合計 508,049 514,385

無形固定資産 151,612 161,722

投資その他の資産   

保険積立金 94,524 95,371

その他 87,115 84,454

貸倒引当金 △5,398 △2,002

投資その他の資産合計 176,241 177,823

固定資産合計 835,903 853,930

資産合計 3,545,368 3,696,698

負債の部   

流動負債   

買掛金 851,929 816,568

1年内返済予定の長期借入金 372,682 395,708

未払金 216,405 249,469

ポイント引当金 10,084 9,002

返品調整引当金 7,586 －

その他 70,466 78,829

流動負債合計 1,529,153 1,549,578

固定負債   

長期借入金 348,735 445,376

退職給付引当金 34,955 34,608

役員退職慰労引当金 102,285 100,147

固定負債合計 485,975 580,131

負債合計 2,015,129 2,129,710



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年８月31日) 

前事業年度に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 401,749 401,749

資本剰余金 324,449 324,449

利益剰余金 769,772 811,032

株主資本合計 1,495,971 1,537,231

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 48 －

評価・換算差額等合計 48 －

新株予約権 34,220 29,756

純資産合計 1,530,239 1,566,987

負債純資産合計 3,545,368 3,696,698



（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６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

売上高 1,938,847

売上原価 1,216,955

売上総利益 721,891

販売費及び一般管理費 776,971

営業損失（△） △55,079

営業外収益  

受取利息及び配当金 43

受取賃貸料 751

受取手数料 584

その他 2,564

営業外収益合計 3,943

営業外費用  

支払利息 2,602

営業外費用合計 2,602

経常損失（△） △53,738

特別損失  

過年度返品調整引当金繰入額 7,620

特別損失合計 7,620

税引前四半期純損失（△） △61,358

法人税等合計 △25,564

四半期純損失（△） △35,794



（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６月１日 
 至 平成20年８月31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（△） △61,358

減価償却費 16,445

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,222

退職給付引当金の増減額（△は減少） 347

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,137

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,082

返品調整引当金の増減額（△は減少） 7,586

株式報酬費用 4,463

受取利息及び受取配当金 △43

支払利息 2,602

為替差損益（△は益） △987

売上債権の増減額（△は増加） 185,102

たな卸資産の増減額（△は増加） △105,512

仕入債務の増減額（△は減少） 65,932

未払消費税等の増減額（△は減少） △31,194

その他の資産の増減額（△は増加） △2,822

その他の負債の増減額（△は減少） △10,467

小計 78,535

利息及び配当金の受取額 42

利息の支払額 △2,592

法人税等の支払額 △410

営業活動によるキャッシュ・フロー 75,575

投資活動によるキャッシュ・フロー  

従業員に対する貸付金の回収による収入 1,190

従業員に対する貸付けによる支出 △450

保険積立金の解約による収入 2,437

その他 △1,590

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,587

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △119,667

配当金の支払額 △4,503

財務活動によるキャッシュ・フロー △124,170

現金及び現金同等物に係る換算差額 834

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △46,173

現金及び現金同等物の期首残高 215,642

現金及び現金同等物の四半期末残高 169,469



 

 

 

当会計年度より「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。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

「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 

科目 （平成 20 年５月期第１四半期） 

 金額（千円） 

Ⅰ 売上高 2,448,023

Ⅱ 売上原価 1,464,578

   売上総利益 983,444

Ⅲ 販売費及び一般管理費 983,100

   営業利益 343

Ⅳ 営業外収益 4,285

Ⅴ 営業外費用 3,570

   経常利益 1,058

   税引前四半期純利益 1,058

      税金費用 469

   四半期純利益 589
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