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1.  平成21年3月期第2四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年9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）

営業収益 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2四半期 1,452 ― △89 ― △91 ― △627 ―

20年3月期第2四半期 1,784 △39.7 △247 ― △275 ― △1,083 ―

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2四半期 △53.65 ―

20年3月期第2四半期 △92.55 ―

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2四半期 3,931 2,923 74.3 249.86
20年3月期 4,764 3,565 74.8 304.68

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  2,923百万円 20年3月期  3,565百万円

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

21年3月期（予想） ――― ――― 0.00 0.00 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

営業収益 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

通期 2,787 △12.1 △174 ― △177 ― △721 ― △61.62

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－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） 

（注）詳細は、３ペ－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2四半期  11,856,000株 20年3月期  11,856,000株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  157,281株 20年3月期  154,391株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第2四半期  11,700,603株 20年3月期第2四半期  11,704,571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．平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年７月30日に発表いたしました内容より修正を行っております。具体的な内容につきましては、平成20年10 
   月30日に発表の「特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 ２．本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表時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、今後様々な要因によって予想数値と異なる 
   場合があります。 
 ３．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２四半期累計期間におけるわが国経済は、サブプライムロ－ン問題による米国経済の減速や円高に加え、 

 原油価格や原材料の高騰の影響により、景気の後退感が強まる状況になりました。  

  ホ－ムセンタ－業界におきましても、これらを背景に、個人消費の低迷状況が続いており、さらに厳しい経営 

 環境になってまいりました。  

  このような状況のもと、当社におきましては、営業体質の強化及び経費削減に鋭意努力いたしましたが、当第 

 ２四半期累計期間の営業収益は14億52百万円（前年同期比18.6％減）、営業損失89百万円（前年同累計期間は２ 

 億47百万円の損失）、経常損失91百万円（前年同累計期間は２億75百万円の損失）、当期純損失６億27百万円（ 

 前年同累計期間は10億83百万円の損失）となりました。 

２．財政状態に関する定性的情報 

  当第２四半期末の総資産は39億31百万円となり、前事業年度末と比較し８億33百万円減少いたしました。流動 

 資産は８億７百万円となり、１億１百万円減少いたしました。主な要因は、現金預金の減少64百万円、たな卸資 

 産の減少35百万円等によるものです。固定資産は31億23百万円となり、７億31百万円減少いたしました。主な要  

 因は、土地の減少４億73百万円、差入保証金の減少１億14百万円、借地権の減少１億２百万円等によるものです。

  当第２四半期末の負債合計は10億８百万円となり、前事業年度末と比較し１億90百万円減少いたしました。流 

 動負債は６億85百万円となり、１億50百万円減少いたしました。主な要因は、１年以内返済予定長期借入金の減 

 少１億30百万円、買掛金の減少35百万円等によるものです。固定負債は３億23百万円となり、40百万円減少いた 

 しました。主な要因は長期借入金の減少33百万円等によるものです。  

  当第２四半期末の純資産合計は29億23百万円となり、前事業年度末と比較し６億42百万円減少いたしました。 

 主な要因は、四半期純損失６億27百万円の計上等による減少です。これにより当第２四半期末の自己資本比率は 

 74.3％となりました。 

  

 （キャッシュ・フロ－について） 

  当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下資金という）は１億68百万円となり、前事業年度末と比べ 

 64百万円の減少となりました。  

  （営業活動によるキャッシュ・フロ－）  

   営業活動により使用した資金は43百万円となりました。これは主に、減損損失３億78百万円、固定資産売却 

  損１億50百万円、減価償却費36百万円等の非資金的費用やたな卸資産の減少32百万円等がある一方で、税引前 

  当期純損失の計上6億24百万円や仕入債務の減少10百万円等があった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－）  

   投資活動により得られた資金は1億42百万円となりました。これは主に、有形固定資産等の売却97百万円及  

  び差入保証金の返還による収入17百万円等があったことによるものです。  

  （財務活動によるキャッシュ・フロ－）  

   財務活動により使用した資金は１億63百万円となりました。これは主に、長期借入金の借入１億円及び長期 

  借入金の返済２億63百万円等があ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 

  平成21年３月期の業績予想につきましては、平成20年10月30日付けにて業績予想の修正を行っております。具 

 体的な内容につきましては、「特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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定率法を採用している資産については、会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算出する方法によっ 

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「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。 

なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。 



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 168,633 232,969

受取手形及び売掛金 4,650 7,642

商品 595,661 604,609

その他 38,835 64,066

流動資産合計 807,781 909,288

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 934,169 1,002,457

土地 1,599,693 2,072,796

その他（純額） 51,974 60,329

無形固定資産 25,509 128,300

投資その他の資産   

投資有価証券 142,097 156,434

差入保証金 447,579 562,198

その他 53,352 95,656

貸倒引当金 △130,692 △222,816

固定資産合計 3,123,683 3,855,356

資産合計 3,931,464 4,764,644

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 276,156 286,323

短期借入金 260,000 260,000

1年内返済予定の長期借入金 96,400 226,600

その他 52,572 62,745

流動負債合計 685,129 835,668

固定負債   

長期借入金 58,000 91,000

長期預り保証金 265,316 272,691

固定負債合計 323,316 363,691

負債合計 1,008,445 1,199,359



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９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 3,596,500 3,596,500

資本剰余金 1,157 1,427,159

利益剰余金 △627,752 △1,426,001

自己株式 △21,384 △21,207

株主資本合計 2,948,520 3,576,449

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25,501 △11,164

評価・換算差額等合計 △25,501 △11,164

純資産合計 2,923,018 3,565,285

負債純資産合計 3,931,464 4,764,644



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 1,398,169

売上原価 1,029,457

売上総利益 368,712

その他の営業収入 54,283

営業総利益 422,995

販売費及び一般管理費 512,907

広告宣伝費 43,967

給料及び手当 179,372

減価償却費 35,479

賃借料 122,321

その他 131,767

営業損失（△） △89,911

営業外収益  

受取利息 59

受取配当金 1,455

物品売却益 1,999

たな卸資産処分益 1,681

その他 1,605

営業外収益合計 6,801

営業外費用  

支払利息 6,942

その他 1,370

営業外費用合計 8,313

経常損失（△） △91,424

特別利益  

貸倒引当金戻入額 123

特別利益合計 123

特別損失  

固定資産売却損 150,226

固定資産除却損 435

店舗閉鎖損失 3,066

ゴルフ会員権評価損 590

減損損失 378,530

特別損失合計 532,848

税引前四半期純損失（△） △624,149

法人税、住民税及び事業税 3,602

四半期純損失（△） △627,752



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 659,706

売上原価 475,962

売上総利益 183,743

その他の営業収入 27,152

営業総利益 210,896

販売費及び一般管理費 245,458

広告宣伝費 18,481

給料及び手当 85,208

減価償却費 17,808

賃借料 60,824

その他 63,135

営業損失（△） △34,561

営業外収益  

受取利息 59

物品売却益 1,353

その他 562

営業外収益合計 1,975

営業外費用  

支払利息 3,049

たな卸資産処分損 1,707

その他 123

営業外費用合計 4,880

経常損失（△） △37,466

特別損失  

固定資産売却損 7

固定資産除却損 435

店舗閉鎖損失 3,066

ゴルフ会員権評価損 590

減損損失 235,388

特別損失合計 239,488

税引前四半期純損失（△） △276,954

法人税、住民税及び事業税 1,853

四半期純損失（△） △278,808



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９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（△） △624,149

減価償却費 36,280

減損損失 378,530

貸倒引当金の増減額（△は減少） △123

受取利息及び受取配当金 △1,515

支払利息 6,942

有形固定資産売却損益（△は益） 150,226

売上債権の増減額（△は増加） 2,991

たな卸資産の増減額（△は増加） 33,417

仕入債務の増減額（△は減少） △10,166

その他 △1,645

小計 △29,210

利息及び配当金の受取額 1,507

利息の支払額 △6,580

法人税等の支払額 △9,490

営業活動によるキャッシュ・フロー △43,774

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 △5,356

有形固定資産の売却による収入 97,964

差入保証金の回収による収入 17,547

その他 32,658

投資活動によるキャッシュ・フロー 142,815

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 100,000

長期借入金の返済による支出 △263,200

その他 △176

財務活動によるキャッシュ・フロー △163,376

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △64,336

現金及び現金同等物の期首残高 232,969

現金及び現金同等物の四半期末残高 168,633



 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 

   当社は、平成16年３月期から当第２四半期まで継続的な営業損失を計上し、また、四国地区以外の店舗閉鎖等

  に伴う損失計上により、平成19年３月期、平成20年３月期と重要な当期純損失を計上しております。当該状況に

  より、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

   営業損失の計上は、個人消費の低迷の中でホ－ムセンタ－業界における企業間競争の激化によるものであり、

  過年度の大幅な当期純損失の計上は、これに対応すべく四国地区以外の店舗の閉鎖や売却、不採算事業からの撤

  退を実施したことによるものであります。  

   当社は当該事象を解消するため、四国地区の店舗に経営資源を集中し、営業力の強化と人件費を中心とした経

  費削減、有利子負債の圧縮による支払利息の削減により収益力の改善を図り、利益体質の実現を目指してまいり

  ます。  

   また、資金面につきましては、有利子負債を圧縮した結果、担保提供可能な資産が充分にあり、投資有価証券

  の売却も可能なことから、当第２四半期末日以降１年間の資金繰りに問題はないと考えております。  

   四半期財務諸表は継続企業を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期財務諸表には

  反映しておりません。 

（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」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 営業収益   1,784,798 100.0 

   売上高    1,736,518 97.3 

   その他営業収入    48,279 2.7 

Ⅱ 売上原価   1,300,859 72.9 

   営業総利益    483,938 27.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   731,361 41.0 

   広告宣伝費    57,075 3.2 

   給料手当    238,351 13.4 

   減価償却費    49,179 2.8 

   賃借料    199,440 11.2 

   その他    187,314 10.5 

  営業損失    247,423 △13.9 

Ⅳ 営業外収益   8,547 0.5 

   受取利息   459 0.0 

   受取配当金    1,092 0.1 

   為替差益    5 0.0 

   保険差益    1,112 0.1 

   ＰＯＳデ－タ提供料    1,354 0.1 

   什器等売却収入    2,525 0.1 

   終身保険解約返戻金    1,165 0.1 

   その他    832 0.0 

Ⅴ 営業外費用   36,335 2.0 

   支払利息   15,725 0.9 

   たな卸資産評価損    19,814 1.1 

   その他    795 0.0 

  経常損失    275,211 △15.4 

Ⅵ 特別利益   135,764 7.6 

   固定資産売却益    133,588 7.5 

   投資有価証券売却益    2,175 0.1 

Ⅶ 特別損失   938,079 52.6 

   固定資産除却損    4,609 0.3 

   固定資産売却損    307,511 17.2 

   店舗撤退損    329,740 18.5 

   工場閉鎖損    55,462 3.1 

   減損損失    240,756 13.5 

税引前中間純損失   1,077,526 △60.4 

法人税、住民税及び事業税   5,701 0.3 

中間純損失   1,083,228 △60.7 



（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間会計期間 

（自 平成19年４月１日 
至 平成19年９月30日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前中間純損失 △1,077,526 

減価償却費  53,205 

減損損失  240,756 

賃借料  24,477 

受取利息及び受取配当金  △1,551 

支払利息  15,725 

固定資産売却益  △133,588 

投資有価証券売却益  △2,175 

固定資産売却損  307,511 

店舗撤退損  184,485 

工場閉鎖損  55,462 

売上債権の減少額  3,126 

たな卸資産の減少額  154,600 

預け金の減少額  889 

仕入債務の減少額  △52,972 

未払消費税等の減少額  △8,893 

その他  △23,676 

小計 △260,145 

利息及び配当金の受取額  1,108 

利息の支払額  △15,317 

法人税等の支払額  △18,129 

営業活動によるキャッシュ・フロー △292,484 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産等の取得による支出  △34,267 

有形固定資産等の売却による収入  659,479 

投資有価証券の売却による収入  4,373 

差入保証金の差入による支出  △114 

差入保証金の返還による収入  119,259 

その他  6,298 

投資活動によるキャッシュ・フロー 755,030 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純減少額  △93,000 

長期借入金の借入による収入  100,000 

長期借入金の返済による支出  △269,930 

その他  △171 

財務活動によるキャッシュ・フロー △263,101 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 5 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 199,449 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 179,052 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 378,501 


	ナカイ株式会社(9864)平成21年３月期　第２四半期決算短信(非連結): ナカイ株式会社(9864)平成21年３月期　第２四半期決算短信(非連結)
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -


