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(％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率) 

   

  
 (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無     ： 有 
 (2) 近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無     ： 無 
  
 [(注) 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。] 
  
※ 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。 

平成21年２月期 第３四半期財務・業績の概況(非連結)
平成21年１月15日

上 場 会 社 名 モリシタ株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コ ー ド 番 号 ３５９４ URL http://www.pillow-morishita.com

代  表  者 (役職名)代表取締役社長 (氏名)森下 茂
問合せ先責任者 (役職名)取締役経理部長 (氏名)本澤 久信 TEL (06)6262―1308

1. 平成21年２月期第３四半期の業績（平成20年２月21日～平成20年11月20日）
 (1) 経営成績

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 ％

21年２月期第３四半期 6,544 △3.4 173 △3.2 △2,719 △172.2 △2,739 △110.0
20年２月期第３四半期 6,777 △5.1 178 △49.2 △999 △183.1 △1,304 △285.1

20年２月期 7,781 ― 63 ― △2,571 ― △3,132 ―

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

21年２月期第３四半期 △535 05 ― ―

20年２月期第３四半期 △255 18 ― ―

20年２月期 △612 95 ― ―

 (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

21年２月期第３四半期 16,647 1,565 9.4 306 62

20年２月期第３四半期 17,032 6,517 38.3 1,278 24

20年２月期 16,614 4,589 27.6 901 29

2. 配当の状況

１株当たり配当金

(基準日) 第 四半期末

円 銭

21年２月期第３四半期 ― ―

20年２月期第３四半期 ― ―

3. 平成21年２月期の業績予想（平成20年２月21日～平成21年２月20日） 【参考】

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 9,000 400 600 310 60 73

4. その他
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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、米国に端を発した金融危機が予想を超えるスピードで世界経済
を失速させた影響を受け、株式市場は低迷し急激な円高になるとともに、国内外の需要の冷え込みから
自動車・電機・素材の各産業において生産調整が拡大し設備投資も抑制され、景気は急速に後退局面に
入りました。 
 このような状況のもと、当社を取り巻く経営環境は、寝具・インテリア業界におきましても個人消費
の低迷により引き続き厳しい状況で推移し、当第3四半期の売上高は65億44百万円（前年同期比3.4％
減）、営業利益1億73百万円（前年同期比3.2％減）、経常損失はデリバティブ評価損失28億95百万円の
発生により27億19百万円（前年同期比172.2％減）、当期純損失27億32百万円（前年同期比110％減）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 

 当第3四半期末における総資産は、前事業年度末に比べ32百万円増加し166億47百万円となりました。
主な要因は、流動資産では棚卸資産32百万円、その他流動資産1億8百万円の増加、固定資産では関西物
流センター（大阪府富田林市）の取得1億75百万円、長期貸付金68百万円の増加、投資有価証券3億4千
万円の減少等であります。 
 負債合計につきましては、前事業年度末に比べ30億56百万円増加し150億81百万円となりました。主
な要因は、短期借入金5億90百万円、金融派生商品28億95百万円の増加、貸株担保金2億4千万円の減少
等であります。 
 純資産につきましては、第3四半期純損失27億39百万円の計上により30億23百万円減少いたしまし
た。 

  
3. 業績予想に関する定性的情報 

 第3四半期の業績予想は予定通り推移しておりますが、当社の主力製品である枕および布団、カバー
類の寝具・寝装品は大半が海外からの輸入製品であり、また関連する副資材や縫製加工も中国やアジア
諸国をはじめ海外からの輸入比率が高く、その製造原価や販売価格は為替変動の影響を受けることが多
いので、そのリスクをヘッジする目的の為替予約契約等に基づくデリバティブ評価損益如何によって変
動する場合がありますが、平成20年10月3日に公表しました業績予想の見直しは行っておりません。 

   
4. その他 
 (1) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 
   税金費用の計算等一部に簡便な方法を採用しております。 
  
  
 (2) 近事業年度からの会計処理の方法の変更 
   該当事項はありません。 
  
  

【定性的情報・財務諸表等】
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（単位：千円、％） 

 
  

5. (要約）四半期財務諸表

(1) (要約）四半期貸借対照表

科  目

前年同四半期末 
(平成20年２月期 
第３四半期末)

当四半期末
(平成21年２月期 
第３四半期末)

増  減
（参 考）前期末 

(平成20年２月期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 1. 現金及び預金 226,759 208,714 △18,045 206,635

 2. 受取手形 744,985 528,683 △216,302 753,184

 3. 売掛金 1,404,861 1,289,894 △114,966 1,026,112

 4. たな卸資産 1,967,485 2,115,814 148,329 2,082,988

 5. 繰延税金資産 21,959 17,282 △4,677 17,282

 6. その他 263,176 218,291 △44,885 109,467

 7. 貸倒引当金 △16,000 △13,000 3,000 △12,500

   流動資産合計 4,613,227 4,365,680 △247,547 △5.4 4,183,171

Ⅱ 固定資産

 1. 有形固定資産

  (1) 建物及び構築物 3,654,438 3,652,649 △1,789 3,654,941

  (2) 機械及び装置 71,501 58,086 △13,415 69,860

  (3) 車両及び運搬具 18,508 20,683 2,175 16,942

  (4) 工具器具及び備品 258,297 187,515 △70,782 232,791

  (5) 土地 5,579,663 5,755,427 175,763 5,579,663

   有形固定資産合計 9,582,409 9,674,361 91,952 9,554,199

 2. 無形固定資産 5,677 5,677 ― 5,677

 3. 投資その他の資産

  (1) 投資有価証券 1,224,269 719,499 △504,769 1,060,425

  (2) 長期貸付金 1,309,593 1,604,870 295,276 1,536,270

  (3) 役員保険積立金 197,442 203,576 6,134 199,268

  (4) その他投資 131,701 130,511 △1,190 132,229

  (5) 貸倒引当金 △32,000 △57,000 △25,000 △57,000

   投資その他の資産合計 2,831,007 2,601,458 △229,548 2,871,193

   固定資産合計 12,419,094 12,281,497 △137,596 △1.1 12,431,070

   資産合計 17,032,322 16,647,177 △385,144 △2.3 16,614,241
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（単位：千円、％） 

科  目

前年同四半期末 

(平成20年２月期 

第３四半期末)

当四半期末 

(平成21年２月期 

第３四半期末)

増  減
（参 考）前期末 

(平成20年２月期末)

金額 金額 金額 増減率 金額

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 1. 支払手形 53,387 5,434 △47,953 39,557

 2. 買掛金 669,630 631,534 △38,095 550,610

 3. 短期借入金 2,470,000 3,175,000 705,000 2,585,000

 4. １年内返済予定 

   長期借入金
150,000 594,300 444,300 569,300

 5. 貸株担保金 876,823 520,209 △356,614 761,117

 6. 未払金 90,080 73,208 △16,872 52,901

 7. 未払消費税 68,600 35,999 △32,600 57,655

 8. 未払法人税等 1,915 21,804 19,888 17,573

 9. 未払費用 262,141 336,689 74,547 334,027

 10. 役員賞与引当金 ― 1,000 1,000 6,500

 11. 賞与引当金 16,987 48,166 31,178 32,480

 12. 金融派生商品 2,854,057 7,222,375 4,368,317 4,326,475

 13. その他流動負債 82,210 93,449 11,238 30,648

   流動負債合計 7,595,837 12,759,171 5,163,334 68.0 9,363,847

Ⅱ 固定負債

 1. 長期借入金 1,975,000 1,586,100 △388,900 1,530,700

 2. 役員退職慰労引当金 309,795 155,497 △154,298 317,087

 3. 退職給付引当金 106,505 94,566 △11,938 111,563

 4. 預り保証金 507,806 431,611 △76,195 512,056

 5. 繰延税金負債 19,912 54,438 34,526 189,895

   固定負債合計 2,919,019 2,322,213 △596,806 △20.4 2,661,302

   負債合計 10,514,856 15,081,385 4,566,528 43.4 12,025,150

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 1. 資本金 2,000,000 2,000,000 ― 2,000,000

 2. 資本剰余金

  (1) 資本準備金 1,816,268 1,816,268 ― 1,816,268

    資本剰余金合計 1,816,268 1,816,268 ― 1,816,268

 3. 利益剰余金

  (1) 利益準備金 114,682 114,682 ― 114,682

  (2) 別途積立金 3,400,000 300,000 △3,100,000 3,400,000

  (3) 固定資産圧縮積立金 14,045 12,905 △1,140 13,665

  (4) 繰越利益剰余金 △1,182,627 △2,725,302 1,542,675 △3,010,626

    利益剰余金合計 2,346,101 △2,297,714 △4,643,816 517,721

 4. 自己株式 △16,076 △20,753 △4,676 △16,076

   株主資本合計 6,146,293 1,497,800 △4,648,493 △75.6 4,317,913

Ⅱ 評価・換算差額等

 1. その他有価証券評価 

   差額金
371,172 67,992 △303,179 271,177

   評価・換算差額等合計 371,172 67,992 △303,179 △81.7 271,177

   純資産合計 6,517,465 1,565,792 △4,951,672 △76.0 4,589,091

   負債純資産合計 17,032,322 16,647,177 △385,144 △2.3 16,614,241

モリシタ株式会社（3594）平成21年2月期第3四半期決算短信（非連結）

4



（単位：千円、％） 

 
  

(2) (要約）四半期損益計算書

科  目

前年同四半期 

(平成20年２月期 

第３四半期)

当四半期 

(平成21年２月期 

第３四半期)

増  減
（参 考）前期 

(平成20年２月期)

金額 金額 金額 増減率 金額

Ⅰ 売上高 6,777,725 6,544,731 △232,993 △3.4 7,781,131

Ⅱ 売上原価 5,260,948 5,033,944 △227,004 6,046,194

   売上総利益 1,516,776 1,510,787 △5,989 1,734,937

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,337,944 1,337,655 △288,333 1,671,195

   営業利益 178,832 173,131 △5,700 △3.2 63,741

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息及び受取配当金 30,099 37,155 7,056 39,302

 2. 為替差益 197,631 40,098 △157,532 210,297

 3. 雑収入 22,539 9,532 △13,007 26,902

  営業外収益合計 250,270 86,786 △163,483 276,502

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 54,324 65,283 10,958 66,645

 2. デリバティブ評価損失 1,352,681 2,895,900 1,543,218 2,825,099

 3. 雑損失 21,147 18,309 △2,837 20,272

  営業外費用合計 1,428,153 2,979,493 1,551,339 2,912,016

   経常利益 

      又は経常損失(△)
△999,050 △2,719,574 △1,720,524 △172.2 △2,571,772

Ⅵ 特別利益

 1. 投資有価証券売却益 ― ― ― 6,538

  特別利益合計 ― ― ― 6,538

Ⅶ 特別損失

 1. 投資有価証券評価損 ― 12,769 12,769 9,192

 2. 役員退職慰労引当金繰入 303,915 ― △303,915 303,915

  特別損失合計 303,915 12,769 △291,145 313,107

   税引前四半期(当期) 

   純利益又は純損失(△)
△1,302,965 △2,732,344 △1,429,378 △109.7 △2,878,341

   法人税・住民税 

   及び事業税
1,116 6,752 5,636 12,796

   法人税等徴税額 ― ― ― 241,322

   四半期(当期)純利益 

      又は純損失(△)
△1,304,081 △2,739,096 △1,435,014 △110.0 △3,132,461
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前年同四半期(自 平成19年４月１日 至 平成19年12月31日) 

（単位：千円） 

 

 

 
  

(3) (要約）四半期株主資本等変動計算書

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高 2,000,000 1,816,268 1,816,268

事業年度中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩

 別途積立金の取崩

 剰余金の配当

 当期純利益

 自己株式の取得

 自己株式の消却

 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

平成19年12月31日残高 2,000,000 1,816,268 1,816,268

株主資本

利益剰余金

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産
圧縮積立金

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高 114,682 14,426 3,700,000 △59,116 3,769,992

事業年度中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩 ―

 別途積立金の取崩 ―

 剰余金の配当 △102,024 △102,024

 当期純利益 △1,304,081 △1,304,081

 自己株式の取得

 自己株式の消却 △17,785 △17,785

 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 △142,381 △1,423,891

平成19年12月31日残高 114,682 14,426 3,700,000 △1,483,006 2,346,101

株主資本 評価・換算価額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計
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３月31日残高 △13,920 7,572,340 539,852 539,852 8,112,193

事業年度中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩 ― ―

 別途積立金の取崩 ― ―

 剰余金の配当 △102,024 △102,024

 当期純利益 △1,304,081 △1,304,081

 自己株式の取得 △19,941 △19,941 △3,702

 自己株式の消却 17,785 ― ―

 株主資本以外の項目の事業年度中
 の変動額（純額）

△168,680 △168,680 △268,675

事業年度中の変動額合計 △2,156 △1,426,047 △168,680 △168,680 △1,594,727

平成19年12月31日残高 △16,076 6,146,293 371,172 371,172 6,517,465
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当四半期(自 平成20年２月21日 至 平成20年11月20日) 

（単位：千円） 

 

 

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成20年２月21日残高 2,000,000 1,816,268 1,816,268

事業年度中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩

 別途積立金の取崩

 剰余金の配当

 当期純利益

 自己株式の取得

 自己株式の消却

 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

平成20年11月20日残高 2,000,000 1,816,268 1,816,268

株主資本

利益剰余金

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産
圧縮積立金

別途積立金 繰越利益剰余金

平成20年２月21日残高 114,682 13,665 3,400,000 △3,010,626 517,721

事業年度中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩 △760 760 ―

 別途積立金の取崩 △3,100,000 3,100,000 ―

 剰余金の配当 △76,339 △76,339

 当期純利益 △2,739,096 △2,739,096

 自己株式の取得

 自己株式の消却

 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 △760 △3,100,000 285,323 △2,815,436

平成20年11月20日残高 114,682 12,905 300,000 △2,725,302 △2,297,714

株主資本 評価・換算価額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算 
差額等合計

平成20年２月21日残高 △16,076 4,317,913 271,177 271,177 4,589,091

事業年度中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩 ― ―

 別途積立金の取崩 ― ―

 剰余金の配当 △76,339 △76,339

 当期純利益 △2,739,096 △2,739,096

 自己株式の取得 △4,676 △4,676 △4,676

 自己株式の消却 ― ―

 株主資本以外の項目の事業年度中
 の変動額（純額）

△203,184 △203,184 △203,184

事業年度中の変動額合計 △4,676 △2,820,113 △203,184 △203,184 △3,023,298

平成20年11月20日残高 △20,753 1,497,800 67,992 67,992 1,565,792

モリシタ株式会社（3594）平成21年2月期第3四半期決算短信（非連結）
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前期(自 平成19年４月１日 至 平成20年２月20日) 

（単位：千円） 

 

 

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年３月31日残高 2,000,000 1,816,268 1,816,268

事業年度中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩

 別途積立金の取崩

 剰余金の配当

 当期純利益

 自己株式の取得

 自己株式の消却

 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

平成20年２月20日残高 2,000,000 1,816,268 1,816,268

株主資本

利益剰余金

利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計固定資産
圧縮積立金

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年３月31日残高 114,682 14,426 3,700,000 △59,116 3,769,992

事業年度中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩 △760 760 ―

 別途積立金の取崩 △300,000 300,000 ―

 剰余金の配当 △102,024 △102,024

 当期純利益 △3,132,461 △3,132,461

 自己株式の取得

 自己株式の消却 △17,785 △17,785

 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 △760 △300,000 △2,951,510 △3,252,270

平成20年２月20日残高 114,682 13,665 3,400,000 △3,010,626 517,721

株主資本 評価・換算価額等
純資産合計

自己株式 株主資本合計
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３月31日残高 △13,920 7,572,340 539,852 539,852 8,112,193

事業年度中の変動額

 固定資産圧縮積立金の取崩 ― ―

 別途積立金の取崩 ― ―

 剰余金の配当 △102,024 △102,024

 当期純利益 △3,132,461 △3,132,461

 自己株式の取得 △19,941 △19,941 △19,941

 自己株式の消却 17,785 ― ―

 株主資本以外の項目の事業年度中
 の変動額（純額）

△268,675 △268,675 △268,675

事業年度中の変動額合計 △2,156 △3,254,426 △268,675 △268,675 △3,523,102

平成20年２月20日残高 △16,076 4,317,913 271,177 271,177 4,589,091
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