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（百万円未満切捨）

１．平成20年12月期第３四半期の業績（平成20年１月１日　～　平成20年９月30日）

(1）経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期第３四半期 4,646 (△6.6) 165 (△45.7) 184 (△41.2) 89 (△21.2)

19年12月期第３四半期 4,976 (4.7) 303 (20.4) 313 (23.2) 112 (△10.4)

19年12月期 6,633 － 393 － 416 － 135 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年12月期第３四半期 9,273 23 － －

19年12月期第３四半期 12,029 04 － －

19年12月期 14,347 75 － －

(2）財政状態  

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

20年12月期第３四半期 5,418 1,331 24.6 138,652 17

19年12月期第３四半期 5,808 1,244 21.4 129,630 40

19年12月期 5,219 1,269 24.3 132,221 64

(3）キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年12月期第３四半期 △454 △59 454 651

19年12月期第３四半期 370 39 216 1,046

19年12月期 418 △71 △56 711

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第３四半期末

 円 銭

19年12月期第３四半期 － －

20年12月期第３四半期 － －

３．平成20年12月期の業績予想（平成20年１月１日　～　平成20年12月31日）

 （％表示は対前期増減率）

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 6,300 △5.0 220 △44.0 250 △40.0 120 △11.4 12,500 00

－ 1 －



４．その他

(1）四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

(3）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　無

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　通期の業績予想につきましては、平成20年11月４日付公表の「業績予想（非連結）の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。なお、本資料は発表日現在において当社が入手可能な情報に基づき作成しておりますが、実際の

業績は今後の事業環境、経済状況の変化等さまざまな要因により予想数値と異なる可能性があります。
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【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３四半期におけるわが国経済は、企業物価指数（７月度）が前年同月比7.3％上昇し、27年６ヶ月ぶりの高水準

になったのを機にピークアウトしたものの、川下製品価格への反映には至っていないことに加え、米大手証券会社の

破綻をはじめとする米国発の金融危機が日本国内にも波及したことなどにより、企業倒産（９月度）による負債総額

が５兆円を超え、単月では戦後２番目の水準となりました。また、有効求人倍率（８月度）が0.86（2004年９月以来

の水準）に低下し、９ヶ月連続して1.0を下回るなど、雇用情勢は厳しさを増しました。さらに、街角の景況感を示

す景気ウォッチャー調査（９月度）における現状判断指数が28（2001年10月以来、過去２番目の低水準）を記録し、

６ヶ月連続して悪化するなど、消費者心理は一層冷え込みました。

　こうした状況のもと、当社が属する婦人靴業界におきましては、大手小売事業者によるＰＢ商品の強化や低価格商

材の投入により、市場の寡占化が進行し、従来顧客の維持・確保が厳しい状況が続いております。

　当第３四半期において当社は、事業部制の試験的な導入により、販売チャネル毎のニーズにきめ細かく対応した商

品企画に注力したほか、イレギュラーサイズ商材の市場への投入・浸透に努めました。また、百貨店顧客の新規開拓

のほか、これら顧客群を主な対象とした新ブランド「Ginette」の本格投入を行いました。

　小売部門においては、不採算店舗の閉鎖を行うとともに、旗艦ショップブランド「JELLY BEANS」の出店２店舗に

加え、ショッピングセンター向けに新たに開発したショップブランド「Hanna Garden」を２店舗出店いたしました。

この結果、９月30日現在の直営店舗数は16店舗となりました。

　７-９月に入り、販売回復傾向が表れてきたことに加え、百貨店向け販売並びに小売事業が計画を上回って推移し

たことなどから、売上・利益とも修正計画を上回りました。

　この結果、当第３四半期につきましては、売上高4,646百万円（前年同期比6.6％減）、営業利益165百万円（前年

同期比45.7％減）、経常利益184百万円（前年同期比41.2％減）四半期純利益89百万円（前年同期比21.2％減）とな

りました。

２．財政状態に関する定性的情報

（１）財政状態

　当第３四半期末における総資産は、5,418百万円となり、前事業年度末比199百万円の増加となりました。

　流動資産は、前事業年度末に比べ94百万円増加の2,728百万円となりました。この主な要因は、現金及び預金、受

取手形の減少および売掛金、たな卸資産の増加によるものであります。また、固定資産は、前事業年度末に比べ105

百万円増加の2,690百万円となりました。この主な要因は、新ビルの建設、新規直営店４店舗の出店に伴う有形固定

資産の増加および減価償却によるものであります。

　流動負債は、前事業年度末に比べ448百万円減少の2,099百万円となりました。この主な要因は、支払手形、未払法

人税等の減少および買掛金の増加によるものであります。また、固定負債は、前事業年度末に比べ586百万円増加の

1,987百万円となりました。この主な要因は、長期借入金の増加によるものであります。

　純資産は、前事業年度末に比べ61百万円増加の1,331百万円となりました。この主な要因は、当期純利益及び配当

金の支払による繰越利益剰余金の増加によるものであります。この結果、自己資本比率は24.6％となりました。

（２）キャッシュ・フローの状況

　当第３四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て59百万円

減少し、651百万円となりました。

　当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの主な要因は次のとおりであります。

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果、使用した資金は454百万円（前年同期は370百万円の収入）となりました。

　主な内訳は、税引前四半期純利益165百万円、減価償却費47百万円、賞与引当金の増加額34百万円に対し、売上債

権の増加額137百万円、たな卸資産の増加額77百万円、仕入債務の減少額250百万円及び法人税等の支払額215百万円

によるものであります。

　なお、前年同期の営業活動によるキャッシュ・フローが370百万円の収入となった主な要因は、同四半期会計期間

の末日が金融機関の休日であったため、支払手形の期末日満期手形308百万円の決済が翌月決済となったことにより

ます。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果、使用した資金は59百万円（前年同期は39百万円の収入）となりました。

　これは主に、定期預金の払戻しによる収入294百万円に対し、定期預金の預入による支出213百万円および固定資

産の取得（無形固定資産を含む）による支出132百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果、得られた資金は454百万円（前年同期比110.2％増）となりました。

　これは主に、長期借入れによる収入1,200百万円に対し、長期借入金の返済による支出722百万円および配当金の

支払23百万円によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　当社は、平成20年８月11日に発表いたしました「平成20年12月期　中間決算短信（非連結）」に記載の業績予想を

修正しております。詳細につきましては、平成20年11月４日付公表の「業績予想（非連結）の修正に関するお知ら

せ」をご参照ください。
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
前第３四半期会計期間末
（平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１．現金及び預金 ※２ 1,282,299   867,041   1,006,956   

２．受取手形 ※３ 437,943   388,094   523,987   

３．売掛金  1,231,878   1,149,513   879,148   

４．たな卸資産  258,702   278,960   201,314   

５．未収法人税等  －   20,930   －   

６．その他 ※４ 18,713   28,969   29,064   

貸倒引当金  △15,000   △5,100   △6,100   

流動資産合計   3,214,538 55.3  2,728,410 50.4  2,634,371 50.5

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１          

(1）建物 ※２ 880,048   807,238   792,837   

(2）土地 ※２ 1,479,999   1,529,346   1,529,346   

(3）その他 ※２ 42,663   118,360   36,007   

有形固定資産合計  2,402,711   2,454,945   2,358,191   

２．無形固定資産  6,554   12,159   6,801   

３．投資その他の資産           

(1）投資有価証券  26,945   26,491   30,445   

(2）その他  172,592   213,482   204,167   

貸倒引当金  △15,279   △16,796   △14,397   

投資その他の資産合
計

 184,259   223,178   220,215   

固定資産合計   2,593,524 44.7  2,690,283 49.6  2,585,208 49.5

資産合計   5,808,063 100.0  5,418,694 100.0  5,219,579 100.0
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前第３四半期会計期間末
（平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１．支払手形 ※３ 1,247,398   679,955   1,184,010   

２．買掛金  571,380   520,782   266,970   

３．１年内返済予定長期借
入金

※２ 931,005   708,908   806,473   

４．未払法人税等  63,903   －   122,665   

５．賞与引当金  33,000   34,500   －   

６．役員賞与引当金  7,400   －   －   

７．返品調整引当金  6,200   4,900   5,900   

８．その他 ※４ 158,700   150,791   162,704   

流動負債合計   3,018,988 52.0  2,099,838 38.7  2,548,724 48.8

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金 ※２ 1,296,184   1,723,845   1,148,508   

２．退職給付引当金  81,020   89,406   83,600   

３．役員退職慰労引当金  167,418   174,543   169,419   

固定負債合計   1,544,623 26.6  1,987,795 36.7  1,401,528 26.9

負債合計   4,563,611 78.6  4,087,633 75.4  3,950,252 75.7

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   308,100 5.3  308,100 5.7  308,100 5.9

２．資本剰余金           

(1）資本準備金  230,600   230,600   230,600   

資本剰余金合計   230,600 4.0  230,600 4.3  230,600 4.4

３．利益剰余金           

(1）その他利益剰余金           

別途積立金  68,035   68,035   68,035   

繰越利益剰余金  633,658   721,212   656,189   

利益剰余金合計   701,693 12.1  789,247 14.5  724,224 13.9

株主資本合計   1,240,393 21.4  1,327,947 24.5  1,262,924 24.2

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評価
差額金

  4,058 0.0  3,113 0.1  6,403 0.1

評価・換算差額等合計   4,058 0.0  3,113 0.1  6,403 0.1

純資産合計   1,244,451 21.4  1,331,060 24.6  1,269,327 24.3

負債純資産合計   5,808,063 100.0  5,418,694 100.0  5,219,579 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   4,976,103 100.0  4,646,655 100.0  6,633,869 100.0

Ⅱ　売上原価   3,447,844 69.3  3,212,671 69.1  4,606,274 69.4

売上総利益   1,528,259 30.7  1,433,984 30.9  2,027,594 30.6

Ⅲ　販売費及び一般管理費   1,224,536 24.6  1,268,970 27.3  1,634,413 24.7

営業利益   303,722 6.1  165,014 3.6  393,181 5.9

Ⅳ　営業外収益 ※１  78,185 1.6  59,067 1.3  109,997 1.7

Ⅴ　営業外費用 ※２  68,331 1.4  39,797 0.9  86,797 1.3

経常利益   313,576 6.3  184,284 4.0  416,381 6.3

Ⅵ　特別利益   8,450 0.2  2,300 0.0  14,800 0.2

Ⅶ　特別損失 ※3,4  7,915 0.2  21,512 0.4  77,726 1.2

税引前四半期(当期)純
利益

  314,111 6.3  165,071 3.6  353,455 5.3

法人税、住民税及び事
業税

※６ 201,170   76,048   198,000   

法人税等調整額  － 201,170 4.0 － 76,048 1.7 19,983 217,983 3.3

四半期(当期)純利益   112,940 2.3  89,023 1.9  135,471 2.0
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(3）四半期株主資本等変動計算書

 前第３四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年12月31日残高(千円) 167,500 90,000 90,000 68,035 536,717 604,752 862,252

第３四半期会計期間中の変動額        

新株の発行 140,600 140,600 140,600    281,200

剰余金の配当     △16,000 △16,000 △16,000

四半期純利益     112,940 112,940 112,940

株主資本以外の項目の四半期会
計期間中の変動額(純額)

       

第３四半期会計期間中の変動額合
計(千円)

140,600 140,600 140,600  96,940 96,940 378,140

平成19年９月30日残高(千円) 308,100 230,600 230,600 68,035 633,658 701,693 1,240,393

 

 
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年12月31日残高(千円) 10,256 10,256 872,509

第３四半期会計期間中の変動額    

 新株の発行   281,200

剰余金の配当   △16,000

四半期純利益   112,940

株主資本以外の項目の四半期会
計期間中の変動額(純額)

△6,198 △6,198 △6,198

第３四半期会計期間中の変動額合
計(千円)

△6,198 △6,198 371,942

平成19年９月30日残高(千円) 4,058 4,058 1,244,451
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 当第３四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年９月30日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年12月31日残高(千円) 308,100 230,600 230,600 68,035 656,189 724,224 1,262,924

第３四半期会計期間中の変動額        

剰余金の配当     △24,000 △24,000 △24,000

四半期純利益     89,023 89,023 89,023

株主資本以外の項目の四半期会
計期間中の変動額(純額)

       

第３四半期会計期間中の変動額合
計(千円)

－ － － － 65,023 65,023 65,023

平成20年９月30日残高(千円) 308,100 230,600 230,600 68,035 721,212 789,247 1,327,947

 

 
評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成19年12月31日残高(千円) 6,403 6,403 1,269,327

第３四半期会計期間中の変動額    

剰余金の配当   △24,000

四半期純利益   89,023

株主資本以外の項目の四半期会
計期間中の変動額(純額)

△3,289 △3,289 △3,289

第３四半期会計期間中の変動額合
計(千円)

△3,289 △3,289 61,733

平成20年９月30日残高(千円) 3,113 3,113 1,331,060
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前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

 

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本合計
資本準備金

資本剰余金合
計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年12月31日残高（千円） 167,500 90,000 90,000 68,035 536,717 604,752 862,252

事業年度中の変動額        

新株の発行 140,600 140,600 140,600    281,200

剰余金の配当     △16,000 △16,000 △16,000

当期純利益     135,471 135,471 135,471

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

事業年度中の変動額合計（千円） 140,600 140,600 140,600 － 119,471 119,471 400,671

平成19年12月31日残高（千円） 308,100 230,600 230,600 68,035 656,189 724,224 1,262,924

評価・換算差額等
純資産合計

その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計

平成18年12月31日残高（千円） 10,256 10,256 872,509

事業年度中の変動額

新株の発行 281,200

剰余金の配当 △16,000

当期純利益 135,471

株主資本以外の項目の事業年度
中の変動額（純額）

△3,853 △3,853 △3,853

事業年度中の変動額合計（千円） △3,853 △3,853 396,818

平成19年12月31日残高（千円） 6,403 6,403 1,269,327
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前第３四半期会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度の
要約キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー     

税引前四半期（当期）純利益  314,111 165,071 353,455

減価償却費  48,110 47,067 71,953

臨時償却費  － － 63,995

減損損失  6,500 － 11,177

役員賞与引当金の増加額  7,400 － －

退職給付引当金の増加額  9,410 5,806 11,990

役員退職慰労引当金の増加額  20,593 5,124 22,594

貸倒引当金の増減額（減少：△）  △50 1,399 △9,832

返品調整引当金の減少額  △700 △1,000 △1,000

賞与引当金の増加額  33,000 34,500 －

受取利息及び受取配当金  △3,716 △1,467 △4,328

支払利息  36,043 30,677 46,455

株式交付費  1,466 － 1,466

投資有価証券売却益  △6,500 － △6,500

固定資産除却損  1,415 3,512 1,415

建物解体費用  － 18,000 －

売上債権の増加額  △273,736 △137,848 △6,212

たな卸資産の増加額  △60,933 △77,646 △3,545

仕入債務の増減額（減少：△）  451,006 △250,242 83,207

未払金の増加額  14,085 8,748 5,279

その他  4,033 △42,742 14,803

小計  601,539 △191,040 656,374

利息及び配当金の受取額  3,649 1,367 4,205

利息の支払額  △35,709 △31,727 △46,104

法人税等の支払額  △199,164 △215,240 △196,338

建物解体による支出  － △18,000 －

営業活動によるキャッシュ・フロー  370,315 △454,640 418,137

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  △234,026 △213,351 △312,074

定期預金の払戻しによる収入  294,000 294,000 312,000

投資有価証券の売却による収入  56,500 － 56,500

有形固定資産の取得による支出  △53,559 △125,102 △101,051

無形固定資産の取得による支出  △548 △7,105 △1,148

差入保証金の返還による収入  － 18,793 －

差入保証金の差入による支出  △21,020 △24,581 △23,150

その他  △1,698 △1,659 △2,433

投資活動によるキャッシュ・フロー  39,647 △59,005 △71,357

Ⅲ　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  700,000 1,200,000 700,000

長期借入金の返済による支出  △647,574 △722,228 △919,782

社債償還による支出  △100,000 － △100,000

株式の発行による収入  279,733 － 279,733

配当金の支払額  △16,000 △23,392 △16,000

財務活動によるキャッシュ・フロー  216,159 454,379 △56,048

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額  626,122 △59,266 290,730

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  420,499 711,230 420,499

Ⅵ　現金及び現金同等物の四半期期末（期
末）残高

※ 1,046,621 651,963 711,230
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前第３四半期会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　第３四半期決算日の市場

価格等に基づく時価法（評

価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は

総平均法により算定）を採

用しております。

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

(1）有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基

づく時価法（評価差額は全

部純資産直入法により処理

し、売却原価は総平均法に

より算定）を採用しており

ます。
  

時価のないもの

　総平均法による原価法を

採用しております。

 
時価のないもの

同左

 
時価のないもの

同左

  
(2）デリバティブ

時価法

 
(2）デリバティブ

―――――

 
(2）デリバティブ

時価法
  

(3）たな卸資産

商品

先入先出法による原価法

 
(3）たな卸資産

商品

同左

 
(3）たな卸資産

商品

同左

 貯蔵品

最終仕入原価法
 

貯蔵品

―――――
 

貯蔵品

―――――

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

　定率法によっております。

　ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物（附属設備を除

く）については定額法を採用して

おります。

　なお、主な耐用年数は以下のと

おりであります。

建物　　　　　　　３年～50年

構築物　　　　　　10年～15年

車両　　　　　　　５年～６年

器具及び備品　　　３年～20年

(1）有形固定資産

同左

 

 

 

(1）有形固定資産

同左

 （会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当第３

四半期会計期間より、平成19年４

月１日以降に取得した有形固定資

産については、改正後の法人税法

に基づく減価償却方法によってお

ります。

　なお、この変更による当第３四

半期会計期間の損益に与える影響

は軽微であります。

（会計方針の変更）

―――――

（会計方針の変更）

　法人税法の改正に伴い、当事業

年度より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について

は、改正後の法人税法に基づく減

価償却方法によっております。

　なお、この変更による当事業年

度の損益に与える影響は軽微であ

ります。

  
(2）無形固定資産

　定額法によっております。

　なお、自社利用のソフトウェア

については、社内における利用可

能期間（５年）に基づいておりま

す。

 
(2）無形固定資産

同左

 
(2）無形固定資産

同左

  
(3）長期前払費用

　定額法によっております。
 

 
(3）長期前払費用

同左
 

 
(3）長期前払費用

同左

３.繰延資産の処理方法 株式交付費

　支出時に全額費用として処理し

ております。

 

―――――

株式交付費

　支出時に全額費用として処理し

ております。
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項目
前第３四半期会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

４．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備え

るため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特

定の債権については個別に回収可

能性を勘案し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

 (2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当第３四半期会計期間末における

退職給付債務の見込額に基づき計

上しております。

(2）退職給付引当金

同左

(2）退職給付引当金

　従業員の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債

務の見込額に基づき計上しており

ます。

 (3）返品調整引当金

　商品の返品に伴う損失に備える

ため、返品の実績率により、損失

見込額を計上しております。

(3）返品調整引当金

同左

(3）返品調整引当金

同左

 (4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく当第３四半

期末要支給額を計上しております。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

 (5）賞与引当金

　従業員に対して支給する賞与の

支出に備えるため、賞与支給見込

額の当第３四半期会計期間負担額

を計上しております。

(5）賞与引当金

同左

(5）　　　―――――

 (6）役員賞与引当金

　役員に対して支給する賞与の支

出に備えるため、役員賞与支給見

込額の当第３四半期会計期間負担

額を計上しております。 

(6）　　　――――― (6）　　　―――――

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の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す。

 

同左

 

同左

６．四半期キャッシュ・フ

ロー計算書（キャッ

シュ・フロー計算書）に

おける資金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であり、かつ、

価値の変動について僅少なリスクし

か負わない取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

 

同左

 

同左

７．その他四半期財務諸表

（財務諸表）作成のため

の基本となる重要な事項

 

消費税等の会計処理

　消費税等の会計処理は税抜方式に

よっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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(5）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

前第３四半期会計期間末
（平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間末
（平成20年９月30日）

前事業年度末
（平成19年12月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

349,004千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

475,332千円

※１　有形固定資産の減価償却累計額

440,318千円

   

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

※２　担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりであ

ります。

現金及び預金 109,620千円

建物 802,238千円

土地 1,375,225千円

構築物

（有形固定資産「そ

の他」）

3,269千円

合計 2,290,352千円

現金及び預金 109,972千円

建物 713,383千円

土地 1,479,999千円

構築物

（有形固定資産「そ

の他」）

2,793千円

合計 2,306,148千円

現金及び預金 109,620千円

建物 723,329千円

土地 1,375,225千円

構築物

（有形固定資産「そ

の他」）

3,135千円

合計 2,211,310千円

　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。 　担保付債務は次のとおりであります。

１年内返済予定長期

借入金
158,777千円

長期借入金 750,910千円

合計 909,687千円

１年内返済予定長期

借入金
238,284千円

長期借入金 1,037,422千円

合計 1,275,706千円

１年内返済予定長期

借入金
155,552千円

長期借入金 708,462千円

合計 864,014千円

※３　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当第３四半期会計期間末日が

金融機関の休日であったため、次の期末

日満期手形が期末残高に含まれておりま

す。

※３　―――――

　

※３　期末日満期手形

　期末日満期手形の会計処理については、

手形交換日をもって決済処理しておりま

す。なお、当期末日が金融機関の休日で

あったため、次の期末日満期手形が期末

残高に含まれております。

受取手形 7,996千円

支払手形 308,395千円

  

  

受取手形 3,212千円

※４　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負

債の「その他」に含めて表示しております。

※４　消費税等の取扱い

　仮払消費税等及び仮受消費税等は相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動資

産の「その他」に含めて表示しております。

※４　―――――
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（四半期損益計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの ※１　営業外収益のうち主要なもの

仕入割引 63,107千円 仕入割引 50,825千円 仕入割引 91,411千円

※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの ※２　営業外費用のうち主要なもの

支払利息 36,043千円

株式交付費 1,466千円

公開費用 25,306千円

支払利息 30,677千円

  

支払利息 46,455千円

  

※３　特別損失のうち主要なもの ※３　特別損失のうち主要なもの ※３　特別損失のうち主要なもの

固定資産除却損 1,415千円

減損損失 6,500千円

固定資産除却損 3,512千円

建物解体費用 18,000千円

臨時償却費

固定資産除却損

63,995千円

1,415千円

減損損失 11,177千円

※４　減損損失

　当第３四半期会計期間において、当社は

以下の資産グループについて減損損失を計

上しました。

地域 主な用途 種類
金額

（千円）

栃木
直営店設
備

建物

 器具備品

合計

6,089

410

6,500

　当社は事業形態の違いにより、大きくは

卸売事業と小売事業にグルーピングし、小

売事業（直営店事業）は各店舗別にグルー

ピングしております。

　直営店のうち、営業活動から生じる利益

が継続的にマイナスであり、今後の収益改

善が困難視される１店舗について、当該店

舗設備残高を減損損失（6,500千円）とし

て特別損失に計上いたしました。

　なお、当資産グループの回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、建物及

び器具備品については、正味売却価額は零

としております。

 

 ※４　―――――

 

 

 

 

※４　減損損失

　当事業年度において、当社は以下の資産

グループについて減損損失を計上しました。

地域 主な用途 種類
金額

（千円）

栃木 直営店
設備

建物
器具備品
合計

6,089
410

6,500

岐阜 〃 建物
 

4,676
 

　当社は事業形態の違いにより、大きくは

卸売事業と小売事業にグルーピングし、小

売事業（直営店事業）は各店舗別にグルー

ピングしております。

　直営店のうち２店舗につき、閉店による

除却損の発生が見込まれるため、当該店舗

設備残高を減損損失（11,177千円）として

特別損失に計上しております。

　なお、当資産グループの回収可能価額は

正味売却価額により測定しており、建物及

び器具備品については、正味売却価額は零

としております。

５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額 ５　減価償却実施額

有形固定資産 46,666千円

無形固定資産 994千円

  

有形固定資産 44,921千円

無形固定資産

 

1,746千円

 

有形固定資産 70,006千円

無形固定資産

 

1,347千円

 

※６　簡便法による税効果会計

　当第３四半期会計期間における税金費用

については、簡便法による税効果会計を適

用しているため、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

います。

※６　簡便法による税効果会計

同左

※６　―――――
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

前第３四半期会計期間（自　平成19年１月１日　至　平成19年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式数

(株)
当第３四半期会計期
間増加株式数(株)

当第３四半期会計期
間減少株式数(株)

当第３四半期会計期
間末株式数(株)

発行済株式     

普通株式（注） 8,000 1,600 － 9,600

合　計 8,000 1,600 － 9,600

　（注）　普通株式の増加1,600株は、平成19年２月６日を払込期日とする有償一般募集増資によるものであります。

２．配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月28日

定時株主総会
普通株式 16,000 2,000 平成18年12月31日 平成19年３月29日　

当第３四半期会計期間（自　平成20年１月１日　至　平成20年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式数

(株)
当第３四半期会計期
間増加株式数(株)

当第３四半期会計期
間減少株式数(株)

当第３四半期会計期
間末株式数(株)

発行済株式     

普通株式 9,600 － － 9,600

合　計 9,600 － － 9,600

　

２．配当に関する事項

配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年３月26日

定時株主総会
普通株式 24,000 2,500 平成19年12月31日　 平成20年３月27日　
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前事業年度（自　平成19年１月１日　至　平成19年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項

 
前事業年度末株式数

(株)
当事業年度増加株式
数(株)

当事業年度減少株式
数(株)

当事業年度末株式数
(株)

発行済株式     

普通株式（注） 8,000 1,600 － 9,600

合　計 8,000 1,600 － 9,600

　（注）　普通株式の増加1,600株は、平成19年２月６日を払込期日とする有償一般募集増資によるものであります。

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年３月28日

定時株主総会
普通株式 16,000 2,000  平成18年12月31日 平成19年３月29日 

（２）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

平成20年３月26日

定時株主総会
普通株式 24,000 利益剰余金 2,500 平成19年12月31日 平成20年３月27日

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

※　現金及び現金同等物の第３四半期末残高と

四半期貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

（平成19年９月30日現在）

※　現金及び現金同等物の第３四半期末残高と

四半期貸借対照表に掲記されている科目の

金額との関係

（平成20年９月30日現在）

※　現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係

（平成19年12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,282,299千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金他
△235,678千円

現金及び現金同等物 1,046,621千円

現金及び預金勘定 867,041千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金他
△215,077千円

現金及び現金同等物 651,963千円

現金及び預金勘定 1,006,956千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金他
△295,726千円

現金及び現金同等物 711,230千円
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（リース取引関係）

前第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

　リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び当第

３四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び当第

３四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累

計額相当額、減損損失累計額相当額及び期末

残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

第３四半
期末残高
相当額
（千円）

その他
（器具及
び備品）

141,125 67,213 73,911

無形固定
資産
（ソフト
ウェア）

43,730 19,625 24,105

合計 184,856 86,839 98,017

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

第３四半
期末残高
相当額
（千円）

その他
（器具及
び備品）

148,055 86,363 61,691

無形固定
資産
（ソフト
ウェア）

54,363 28,539 25,823

合計 202,418 114,903 87,515

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

その他
（器具及
び備品）

142,867 72,764 70,103

無形固定
資産
（ソフト
ウェア）

43,730 21,812 21,918

合計 186,598 94,576 92,022

２．未経過リース料当第３四半期末残高相当額

等

２．未経過リース料当第３四半期末残高相当額

等

２．未経過リース料期末残高相当額等

　未経過リース料当第３四半期末残高相当額 　未経過リース料当第３四半期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額

１年内 36,721千円

１年超 63,888千円

合計 100,610千円

１年内 37,437千円

１年超 52,536千円

合計 89,974千円

１年内 36,890千円

１年超 57,717千円

合計 94,608千円

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失

３．支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び

減損損失

支払リース料 29,218千円

減価償却費相当額 27,618千円

支払利息相当額 1,780千円

支払リース料 30,056千円

減価償却費相当額 28,342千円

支払利息相当額 1,519千円

支払リース料 39,078千円

減価償却費相当額 36,928千円

支払利息相当額 2,343千円

４．減価償却費相当額の算定方法

　リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。

 

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

 

４．減価償却費相当額の算定方法

同左

５．利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額相

当額との差額を利息相当額とし、各期への

配分方法については、利息法によっており

ます。

 

５．利息相当額の算定方法

同左

 

５．利息相当額の算定方法

同左

（減損損失について）

　リース資産に配分された減損損失はあり

ません。

 

（減損損失について）

同左

 

（減損損失について） 

同左
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（有価証券関係）

前第３四半期会計期間末（平成19年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 18,702 25,545 6,843

合計 18,702 25,545 6,843

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 1,400

当第３四半期会計期間末（平成20年９月30日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
四半期貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 20,979 26,230 5,250

合計 20,979 26,230 5,250

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 261

前事業年度末（平成19年12月31日）

１．その他有価証券で時価のあるもの

 取得原価（千円）
貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

株式 19,385 30,184 10,798

合計 19,385 30,184 10,798

２．時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 261
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（デリバティブ取引関係）

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

対象物
の種類

取引の種類

前第３四半期会計期間
（平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（平成20年９月30日）

前事業年度
（平成19年12月31日）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

契約額等
（千円）

時価
（千円）

評価損益
（千円）

金利

金利スワップ

取引

変動受取・固

定支払

100,000 △163 △163 － － － － － －

合計 100,000 △163 △163 － － － － － －

（前第３四半期会計期間） （当第３四半期会計期間） （前事業年度）

　（注）　時価の算定方法

取引先の金融機関から提

示された価格等に基づき

算定しております。

―――――

   

―――――

（ストックオプション関係）

　該当事項はありません。

（持分法損益等）

　該当事項はありません。

（１株当たり情報）

前第３四半期会計期間
（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

１株当たり純資産額 129,630円40銭

１株当たり四半期純利益金額 12,029円04銭

１株当たり純資産額 138,652円17銭

１株当たり四半期純利益金額 9,273円23銭

１株当たり純資産額 132,221円64銭

１株当たり当期純利益金額 14,347円75銭

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額については、潜在株式が存在しない

ため記載しておりません。

 

同左

 

 

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

  
前第３四半期会計期間

（自　平成19年１月１日
至　平成19年９月30日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年１月１日
至　平成20年９月30日）

前事業年度
（自　平成19年１月１日
至　平成19年12月31日）

四半期（当期）純利益 （千円） 112,940 89,023 135,471

普通株主に帰属しない金額 （千円） － － －

普通株式に係る四半期（当期）純利益 （千円） 112,940 89,023 135,471

期中平均株式数 （株） 9,389 9,600 9,442

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。
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