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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）

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2四半期 1,202 ― △38 ― △25 ― △264 ―

20年3月期第2四半期 1,228 1.0 △66 ― △51 ― △21 ―

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 △12.93 ―

20年3月期第2四半期 △1.05 ―

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 1,378 861 62.5 42.07
20年3月期 1,529 1,006 65.8 49.17

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  861百万円 20年3月期  1,006百万円

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  

当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。  

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） ――― ――― ― ― ―

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  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

通期 2,500 △0.8 △35 ― △12 ― △255 ― △12.41

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） 

「詳細は、2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3月期第2四半期  20,540,525株 20年3月期  20,540,525株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  69,304株 20年3月期  66,329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  20,472,363株 20年3月期第2四半期  20,486,568株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 
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2四半期累計期間は、米国におけるサブプライムローン問題に端を発した金融市場の混乱や原油・原材料価格の

高騰による企業収益の減少傾向とともに、物価上昇等に伴う生活防衛意識の高まりによる個人消費の減退など、依然

厳しい経営環境が続いております。

このような環境の中、当社は、基本方針であるローコスト経営による収益力の向上を目指し、製造原価のコスト削

減を進めるとともに、既存店舗の採算性と成長性を見直し、より効率的な経営を図ってまいりました。　

売上高につきましては、消費低迷の影響を受け1,202百万円（前年同期比2.1%減）となり、営業損益は、製造コスト

の削減等により粗利益率は改善したものの、売上高が予想値に及ばなかったことから、販売費及び一般管理費を補う

粗利益を確保できず、営業損失は38百万円（前年同期営業損失66百万円）となり、経常損益につきましても25百万円

（前年同期経常損失51百万円）の経常損失となりました。

また、四半期純損益につきましても、当事業年度より退職給付債務の算定方法を、簡便法から原則法へ変更したこ

とによる特別損失74百万円の計上及び平成20年10月6日に開示いたしました「投資有価証券評価損に関するお知らせ」

のとおり、投資有価証券評価損158百万円を特別損失として計上したことにより、四半期純損失264百万円（前年同期

中間純損失21百万円）となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

（資産の部）

当第2四半期末の総資産は、前期末に比べ151百万円減少し1,378百万円となりました。その主な要因は、投資有価証

券の評価損によるものであります。

（負債の部）

当第2四半期末の負債合計は、前期末に比べ5百万円減少し516百万円となりました。その主な要因は、退職給付引当

金の増加から短期借入金の返済による減少および買掛金、未払法人税等の減少によるものであります。

（純資産の部）

当第2四半期末の純資産合計は、前期末に比べ145百万円減少し861百万円となりました。その主な要因は、四半期純

損失の計上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月期の業績予想に関しましては、第２四半期累計期間の業績の進捗を勘案し、平成20年10月31日に「業

績予想の修正に関するお知らせ」にて業績予想の修正を開示しております。

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

固定資産の減価償却の算定方法

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

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 棚卸資産の評価基準及び評価方法については、従来、原価法によっておりましたが、当事業年度より「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、原価法（収益の低下による簿価

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。



③ 当事業年度より退職給付債務の算定の精度を高め、期間損益計算をより適正化するため、退職給付債務の算

定方法を簡便法から原則法に変更しております。この変更に伴い、期首時点で退職給付債務を算定した結果発

生した簡便法と原則法の差額74,693千円を特別損失に計上しております。

　この結果、従来によった場合に比べ営業損失及び経常損失は80,155千円減少し、四半期純損失が5,462千円減

少しております。



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 210,250 264,166

受取手形及び売掛金 153,714 192,729

原材料 5,449 4,844

仕掛品 7,765 10,292

その他 45,832 54,805

貸倒引当金 △50,140 △54,040

流動資産合計 372,872 472,797

固定資産   

有形固定資産 18,898 22,824

無形固定資産 2,736 2,984

投資その他の資産   

投資有価証券 512,858 551,631

関係会社株式 35,000 35,000

長期貸付金 40,508 44,235

破産更生債権等 54,893 60,160

敷金及び保証金 399,160 402,603

その他 14,913 14,813

貸倒引当金 △73,759 △77,759

投資その他の資産合計 983,574 1,030,685

固定資産合計 1,005,209 1,056,495

資産合計 1,378,081 1,529,292

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 82,384 125,158

短期借入金 － 30,000

未払金 18,660 18,712

未払法人税等 8,746 16,563

賞与引当金 16,000 16,000

その他 44,158 50,400

流動負債合計 169,949 256,834

固定負債   

退職給付引当金 165,894 81,061

役員退職慰労引当金 17,390 16,270

長期預り金 163,590 168,323

固定負債合計 346,874 265,654

負債合計 516,823 522,489



（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 1,027,026 1,027,026

利益剰余金 △129,472 135,333

自己株式 △6,855 △6,582

株主資本合計 890,697 1,155,777

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △29,440 △148,974

評価・換算差額等合計 △29,440 △148,974

純資産合計 861,257 1,006,802

負債純資産合計 1,378,081 1,529,292



（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 1,202,934

売上原価 588,360

売上総利益 614,574

販売費及び一般管理費 652,874

営業損失（△） △38,300

営業外収益  

受取利息 654

有価証券利息 9,183

為替差益 1,285

その他 1,489

営業外収益合計 12,611

営業外費用  

支払利息 140

その他 2

営業外費用合計 142

経常損失（△） △25,831

特別利益  

貸倒引当金戻入額 4,581

特別利益合計 4,581

特別損失  

投資有価証券評価損 158,308

過年度退職給付費用 74,693

減損損失 2,217

その他 1,283

特別損失合計 236,501

税引前四半期純損失（△） △257,751

法人税、住民税及び事業税 7,054

法人税等合計 7,054

四半期純損失（△） △264,806



（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（△） △257,751

減価償却費 4,866

固定資産除却損 995

減損損失 2,217

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,900

退職給付引当金の増減額（△は減少） 84,833

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,120

受取利息及び受取配当金 △9,837

支払利息 140

投資有価証券評価損益（△は益） 158,308

為替差損益（△は益） △1,285

売上債権の増減額（△は増加） 39,014

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,922

その他の資産の増減額（△は増加） 3,757

仕入債務の増減額（△は減少） △42,773

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,379

その他の負債の増減額（△は減少） △4,437

小計 △34,189

利息及び配当金の受取額 20,210

利息の支払額 △94

法人税等の支払額 △14,082

営業活動によるキャッシュ・フロー △28,155

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 △3,004

投資有価証券の取得による支出 △400,000

投資有価証券の償還による収入 400,000

長期前払費用の取得による支出 △1,000

敷金及び保証金の差入による支出 △2,950

敷金及び保証金の回収による収入 6,393

貸付けによる支出 △2,311

貸付金の回収による収入 6,100

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,228

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △30,000

自己株式の取得による支出 △273

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,273

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,285

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △53,915

現金及び現金同等物の期首残高 264,166

現金及び現金同等物の四半期末残高 210,250



　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。



「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　売上高  1,228,230 100.0

Ⅱ　売上原価  621,809 50.6

売上総利益  606,420 49.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費  673,288 54.8

営業損失（△）  △66,868 △5.4

Ⅳ　営業外収益    

1　受取利息 813   

2　有価証券利息 11,262   

3　受取保険金 4,889   

4　その他 589 17,556 1.4

Ⅴ　営業外費用    

1　支払利息 4   

2　為替差損 1,763   

3　その他 25 1,793 0.1

経常損失（△）  △51,106 △4.1

Ⅵ　特別利益    

1　投資有価証券償還益 45,742   

2　貸倒引当金戻入益 13,620 59,362 4.8

Ⅶ　特別損失    

1　役員退職慰労引当金繰入額 21,470   

2　減損損失 1,269 22,739 1.9

税引前中間純損失（△）  △14,483 △1.2

法人税、住民税及び事業税  7,041 0.6

法人税等調整額  ―  

中間純損失（△）  △21,524 △1.8

    



（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（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前中間（当期）純利益　 △14,483

減価償却費　 6,125

減損損失　 1,269

貸倒引当金の減少額　 △56,900

賞与引当金の減少額 △5,000

役員退職慰労引当金の増加額　 15,150

受取利息及び受取配当金　 △12,076

投資有価証券償還益 △45,742

為替差損 1,763

支払利息　 4

売上債権の減少額　 37,970

棚卸資産の減少額 698

前払年金費用の減少額 40,634

その他資産の減少額　 45,113

仕入債務の減少額　 △44,660

未払消費税等の減少額　 △5,789

その他負債の減少額　 △9,736

小計 △45,657

利息及び配当金の受取額 15,283

利息の支払額　 △52

法人税等の支払額　 △17,526

営業活動によるキャッシュ・フロー △47,952

Ⅱ　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 △8,428

出資金の返還による収入 4,093

投資有価証券の取得による支出　 △400,000

投資有価証券の売却による収入　 483,022

保証金の差入れによる支出　 △9,810

保証金の返還による収入 719

貸付による支出　 △14

　貸付金の回収による収入 6,578

投資活動によるキャッシュ・フロー 76,160

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入による純増 30,000

自己株式の取得による支出 △1,188

配当金の支払額　 △51,221

財務活動によるキャッシュ・フロー △22,410

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,763

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額 4,033

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 278,972

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間期末残高 283,006
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