
平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年1月30日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ツカモトコーポレーション 上場取引所 東 

コード番号 8025 URL http://www.tsukamoto.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 瀬川 健次

問合せ先責任者 （役職名） 取締役本部担当 （氏名） 塚本 裕隆 TEL 03-3279-1310

四半期報告書提出予定日 平成21年2月10日

1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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3四半期 29,438 ― 384 ― 333 ― 203 ―

20年3月期第3四半期 22,431 △3.3 1,173 2.0 1,188 5.3 379 ―

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3四半期 5.22 ―

20年3月期第3四半期 12.16 ―

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3四半期 37,281 11,278 19.1 178.72
20年3月期 39,468 11,776 17.7 220.76

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  7,115百万円 20年3月期  6,991百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 3.00 3.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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）連結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 39,500 37.2 680 △27.3 650 △33.8 200 32.2 5.13

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）  有  

（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】  ４．その他をご覧下さい。  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注） 詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】  ４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期連結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（四半期連結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、４ページ【定性的情報・財務諸表等】  ４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想につきましては、本資料の発表日現在におきまして入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、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。なお、予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご参照ください。 
２．当連結会計年度より「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）を適用いたしております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 ツカモトエステート株式会社 ）

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3四半期  40,697,476株 20年3月期  32,321,317株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  882,388株 20年3月期  651,890株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第3四半期  39,012,093株 20年3月期第3四半期  31,215,777株

－ 1 －
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【定性的情報・財務諸表等】 
1． 連結経営成績に関する定性的情報 
 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、米国の金融不安を背景にした世界経済の急速な悪化や円 

高に伴う輸出の減少により企業収益が悪化し、株価の低迷ならびに設備投資の削減に加えて、雇用・所得

環境の厳しさから個人消費の落ち込みが鮮明になるなど、一層厳しさが増す展開で推移しました。 

 当衣料業界におきましても、消費の低迷がより顕著になり、大変厳しい状況で推移しました。 

 このような環境下にあって当社グループは、グループ各社の収益体制の確立とグループの全体最適追求

の経営を基本方針に掲げ、取組んでまいりました。 
 この結果、当社グループの第３四半期累計期間の連結売上高は２９４億３千８百万円、経常利益は３億

３千３百万円、四半期純利益は２億３百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの状況は以下のとおりです。 

〔和装事業〕 

 ツカモト株式会社および市田株式会社における和装事業につきましては、市場低迷の状況が続く中、新

規開拓の推進、店頭販売商材の強化、合同催事の開催等の営業施策を推進し、また、在庫圧縮、経費節減

に注力し収益改善に取り組みましたが、依然として厳しい状況で推移しました。 

 以上の結果、当事業分野の売上高は１１１億８千６百万円となりました。 

〔洋装事業〕 

 ツカモトアパレル株式会社におけるメンズ事業につきましては、秋物は順調に推移したものの、冬物が

店頭売上の厳しさから苦戦を強いられ、売上高は減少しましたが、円高効果もあり収益は増加いたしまし

た。ツカモトユーエス株式会社におけるユニフォーム事業及びＯＥＭ・婦人テキスタイル事業につきまし

ては、売上高はユニフォーム事業は売約物件に支えられ前年を上回りましたが、ＯＥＭ・婦人テキスタイ

ル事業は、約定品の納品がずれ込む等の影響もあり前年を若干下回りました。全体では営業努力による収

益改善、円高効果も寄与し増収増益となりました。 

 以上の結果、当事業分野の売上高は７８億３千７百万円となりました。 

〔ホームファニシング事業〕 

 市田株式会社におけるホームファニシング事業につきましては、売上高は前年並に推移し、経費節減に

努めましたが、セール販売の比重が高まったため収益は伸び悩みました。 

 以上の結果、当事業分野の売上高は２２億７千４百万円となりました。 

〔陳列用器具の賃貸業〕 

 株式会社アディスミューズにおける陳列用器具の賃貸業につきましては、内装工事が減少し、商品売上、

リース関係も伸び悩み売上高は前年を下回り、収益も減少しました。 

 以上の結果、当事業分野の売上高は４２億８百万円となりました。 

〔建物の賃貸業〕 

 株式会社ツカモトコーポレーションにおける建物の賃貸業につきましては、不動産業界低迷の煽りを受

け、テナントの新規誘致に努めましたが、当初計画よりも契約時期のずれ込みがあり売上高は前年を下回

りました。 

 以上の結果、当事業分野の売上高は６億７千９百万円となりました。 

〔その他事業〕 

 ツカモトエイム株式会社における健康機器や日用雑貨卸売業は、オリジナル商品の開発と積極的な販売

政策に取り組みましたが、市況悪化の影響を受け店頭営業部門が苦戦し、売上高は前年を下回り収益も減

少しました。 

倉庫業は売上高はほぼ前年並みとなり、ビルメンテナンス・研修センター運営事業は好調を維持しました。 

 以上の結果、当事業分野の売上高は４１億１千１百万円となりました。 
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２．連結財政成績に関する定性的情報 

①財政状態の変動状況 

 当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、現金及び預金が９億２千３百万円減少、受取手

形及び売掛金が５億７百万円減少したこと等により流動資産が１０億２千万円の減少となりました。また、

のれんが３億６千９百万円増加しましたが、投資有価証券が１２億５千３百万円減少したこと等により固

定資産が１１億６千７百万円減少し、資産合計は２１億８千７百万円減少の３７２億８千１百万円となり

ました。 

 また負債の部では短期借入金が７億４千７百万円増加しましたが、未払法人税等が１億８千６百万円減

少、その他が１１億３千２百万円減少したこと等により流動負債が６億７千３百万円の減少となりました。

長期借入金の９億２千万円の減少等により固定負債が１０億１千６百万円減少したことにより負債合計は

前連結会計年度末に比べ１６億８千９百万円減少し、２６０億２百万円となりました。 

 純資産は株主資本合計が１３億９千万円増加しましたが、その他有価証券評価差額金が１２億６千５百

万円減少、少数株主持分が６億２千２百万円減少したこと等により、純資産合計は前連結会計年度末に比

べ４億９千７百万円減少し、１１２億７千８百万円となりました。 

 

②キャッシュ・フローの状況 
 当第３四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物は３４億６千１百万円で前期連結会計年度

末と比べ１０億２千３百万円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期末における営業活動による資金の減少は３億３千万円となりました。これは、主に法人税

等の支払額等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期末における投資活動による資金の減少は３億９千９百万円となりました。これは、主に定

期預金の預入による支出と有価証券の取得による支出が売却による収入を上回ったこと等によるもので

あります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期末における財務活動による資金の減少は２億９千３百万円となりました。これは、主に配

当金の支払額と借入金の返済による支出が借入れによる収入を上回ったこと等によるものであります。 

 
３．連結業績予想に関する定性的情報 

 期初に想定したわが国の経済状況が大きく変化し、景気の後退局面入りがより顕著となり、また雇用・

所得環境の悪化も加わって個人消費の落ち込みが鮮明になるなど、景気の減速感が一層強まる展開となり

ました。当衣料品業界を取り巻く環境も引き続き厳しい局面が続くものと予想されます。 

 このような環境下、当社グループは和装事業の再建策として、来期に向けて、情報システムの統合、事

業所の統合、最適人員数による組織運営体制の構築等の諸策を進めており、グループの経営基盤の確立に

取組んでまいります。 

 連結業績予想としましては、平成２０年１０月３１日付｢業績予想の修正に関するお知らせ｣からの変更

はありません。ただし、事業環境が今後も大きく変化し、通期の業績見込みについて見直しが必要と判断

した場合には、速やかに開示致します。 



㈱ツカモトコーポレーション（8025）平成 21 年 3 月期 第 3 四半期決算短信 

－ 4 － 

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） 

①連結の範囲の変更 
    当四半期連結累計期間において、提出会社はツカモトエステート株式会社を吸収合併いたしました。 

なお、特定子会社以外の子会社の異動につきましては以下の通りであります。 
除外 2 社 （社名 ツカモト札幌株式会社  株式会社彩柳苑） 

 
 ②変更後の連結子会社の数 

    16 社 
 
（2）簡便な会計処理及び四半期連結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 
    一般債権の貸倒見積高の算定方法 
     連結子会社市田株式会社の当第 3 四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したも

のより増加したため、修正後の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
     その他の連結会社においては、当第 3 四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定し

たものと著しい変化がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算

定しております。 
 
  ②四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 

税金費用の計算 
      税金費用については、当第 3 四半期連結会計期間を含む連結会計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）四半期連結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「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 
     当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  
 ②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

   たな卸資産 
     通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として月次総平均法による原価法及び連結子

会社の一部では総平均法による低価法によっていましたが、第 1 四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価

に関する会計基準」（企業会計基準第 9 号 平成 18 年 7 月 5 日）が適用されたことに伴い、主として月次総

平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）及び連結子会

社の一部では総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）

により算定しております。 
     これにより、当第 3 四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益及び経常利益はそれぞれ 85 百万円減少

しており、税金等調整前四半期純利益は 394 百万円減少しております。 
     なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
 
（追加情報） 

   役員退職慰労引当金 
     提出会社は、平成 20 年 5 月 15 日開催の取締役会決議に基づき、役員退職慰労金制度を廃止いたしました。

これに伴い平成 20 年 6 月 27 日開催の定時株主総会において、同総会終結時に在任する取締役及び監査役に

対し、同総会終結時までの在任期間に対応した役員退職慰労金を打ち切り支給することとし、具体的な金額、

方法等は、取締役については取締役会において、監査役については監査役の協議に一任することを決議しま

した。このため、当該支給見込額については、引き続き役員退職慰労引当金に含めて計上しております。 



5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,966,474 4,889,732

受取手形及び売掛金 6,429,811 6,936,956

有価証券 2,451,031 2,288,717

たな卸資産 5,943,279 5,805,051

繰延税金資産 355,893 235,981

その他 602,065 628,874

貸倒引当金 △59,622 △76,327

流動資産合計 19,688,932 20,708,986

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,408,539 3,749,473

土地 9,494,380 9,561,164

その他（純額） 275,455 179,956

有形固定資産合計 13,178,375 13,490,594

無形固定資産   

のれん 464,738 95,643

その他 35,933 39,633

無形固定資産合計 500,671 135,277

投資その他の資産   

投資有価証券 3,276,131 4,529,444

繰延税金資産 61,390 65,846

その他 1,728,383 1,684,586

貸倒引当金 △1,152,703 △1,146,226

投資その他の資産合計 3,913,202 5,133,650

固定資産合計 17,592,249 18,759,522

資産合計 37,281,182 39,468,508

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,823,571 8,870,982

短期借入金 9,840,072 9,092,936

未払消費税等 66,872 94,542

未払法人税等 95,324 282,092

返品調整引当金 75,200 97,500

役員賞与引当金 － 3,867

その他 642,528 1,774,963

流動負債合計 19,543,567 20,216,884
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 3,000,000 3,920,000

繰延税金負債 1,793,350 1,793,490

負ののれん 47,536 60,501

再評価に係る繰延税金負債 16,824 16,824

退職給付引当金 831,138 857,834

役員退職慰労引当金 254,950 259,297

その他 514,961 566,933

固定負債合計 6,458,762 7,474,881

負債合計 26,002,329 27,691,766

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,829,844 2,829,844

資本剰余金 2,415,700 1,099,210

利益剰余金 3,002,958 2,894,420

自己株式 △113,623 △79,549

株主資本合計 8,134,880 6,743,925

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,023,504 242,432

土地再評価差額金 4,989 4,989

為替換算調整勘定 △725 －

評価・換算差額等合計 △1,019,241 247,421

少数株主持分 4,163,213 4,785,394

純資産合計 11,278,852 11,776,741

負債純資産合計 37,281,182 39,468,508

㈱ツカモトコーポレーション（8025）平成21年3月期　第3四半期決算短信

－ 6 －



(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 29,438,164

売上原価 20,243,297

売上総利益 9,194,866

返品調整引当金繰入額 75,200

返品調整引当金戻入額 97,500

差引売上総利益 9,217,166

販売費及び一般管理費  

広告宣伝費 605,862

旅費及び交通費 647,998

荷造運搬費 645,776

貸倒引当金繰入額 46,922

給料 3,490,552

賞与 351,068

退職給付引当金繰入額 173,494

役員退職慰労引当金繰入額 17,465

福利厚生費 577,889

業務委託費 351,191

減価償却費 80,358

のれん償却額 82,012

賃借料 399,700

その他 1,362,070

販売費及び一般管理費合計 8,832,364

営業利益 384,801

営業外収益  

受取利息 81,169

受取配当金 30,688

保険配当金 12,227

受取保険金 262

為替差益 3,165

負ののれん償却額 12,964

その他 68,645

営業外収益合計 209,124

営業外費用  

支払利息 214,965

手形売却損 33,301

その他 11,735

営業外費用合計 260,002

経常利益 333,923
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

特別利益  

固定資産売却益 617,200

その他 37,000

特別利益合計 654,200

特別損失  

たな卸資産評価損 308,615

その他 9,466

特別損失合計 318,081

税金等調整前四半期純利益 670,042

法人税、住民税及び事業税 234,077

法人税等合計 234,077

少数株主利益 232,418

四半期純利益 203,546
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 670,042

減価償却費 182,913

のれん償却額 82,012

負ののれん償却額 △12,964

有形及び無形固定資産除却損 1,896

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,227

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26,696

その他の引当金の増減額（△は減少） △30,513

受取利息及び受取配当金 △111,858

支払利息 214,965

為替差損益（△は益） △3,165

固定資産売却損益（△は益） △617,200

売上債権の増減額（△は増加） 474,931

たな卸資産の増減額（△は増加） △138,227

仕入債務の増減額（△は減少） 12,925

未払消費税等の増減額（△は減少） △31,624

その他 △456,849

小計 200,358

利息及び配当金の受取額 145,293

利息の支払額 △211,470

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △464,531

営業活動によるキャッシュ・フロー △330,349

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 △100,000

有価証券の取得による支出 △2,950,000

有価証券の売却による収入 2,785,000

有形及び無形固定資産の取得による支出 △894,099

有形及び無形固定資産の売却による収入 815,868

投資有価証券の取得による支出 △1,925

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△40,000

貸付けによる支出 △5,200

貸付金の回収による収入 1,850

その他の支出 △13,382

その他の収入 2,823

投資活動によるキャッシュ・フロー △399,064
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 4,819,124

短期借入金の返済による支出 △4,481,989

長期借入れによる収入 1,000,000

長期借入金の返済による支出 △1,510,000

自己株式の取得による支出 △20,468

自己株式の処分による収入 1,132

配当金の支払額 △92,858

少数株主への配当金の支払額 △8,062

財務活動によるキャッシュ・フロー △293,122

現金及び現金同等物に係る換算差額 △721

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,023,257

現金及び現金同等物の期首残高 4,484,732

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,461,474

㈱ツカモトコーポレーション（8025）平成21年3月期　第3四半期決算短信

－ 10 －



㈱ツカモトコーポレーション（8025）平成21年3月期 第3四半期決算短信

当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結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）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　当第3四半期連結累計期間（自　平成20年4月1日　　至　平成20年12月31日）

（1）外部顧客に対する
　売上高
（2）セグメント間の
　内部売上高又は振替高

計 11,186 7,837 2,274 4,208 679 4,111 30,297 (859) 29,438

△ 494 356 △ 220 710 253 102 708 (323) 384

（注）１　事業区分は事業の内容により和装事業、洋装事業、ホームファニシング事業、陳列用器具の賃貸業、建物の賃貸及び

　　　　その他事業に区分しております。

　　２　各事業の主な内容

（イ）和装事業 ･･････････ 振袖、留袖、訪問着、小紋、紬、帯、祝着、ゆかた、毛皮・皮革製品

装身具、宝石、貴金属等

（ロ）洋装事業 ･･････････ 婦人服、婦人セーター・ブラウス、紳士服、紳士セーター、カジュアルウエア、

ユニフォーム、販促用商品、子供・婦人服地、ホームファブリック等

　　　（ハ）ﾎｰﾑﾌｧﾆｼﾝｸﾞ事業････････ タオル、ホームファニシング製品

　　　（ニ）陳列用器具の賃貸業 ･･･陳列用器具の賃貸及び販売、内装仕上工事

　　　（ホ）建物の賃貸業･･････････ 建物の賃貸

　　　（へ）その他事業 ･･････････ 清水器、電気器具、健康機器、倉庫業、ビルメンテナンス業、広告宣伝業等

　　３　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載のとおり、第1四半期より「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）を適用しております。

　　　　この変更に伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場合と比べ、第3四半期連結累計期間において、和装事業

　　　　は58百万円営業損失が増加し、洋装事業は7百万円営業利益が減少し、ホームファニシング事業は19百万円営業損失

　　　　が増加しております。

【所在地別セグメント情報】

　当第3四半期連結累計期間（自　平成20年4月1日　至　平成20年12月31日）

　　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略して

　おります。

【海外売上高】

　当第3四半期連結累計期間（自　平成20年4月1日　至　平成20年12月31日）

　　海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　当社は、平成20年4月1日付で、市田株式会社株式との株式交換を行いました。その結果、第1四半期連結会計期間において

その他資本剰余金が1,316百万円増加し、当第3四半期連結会計期間末においてその他資本剰余金が1,547百万円、資本剰余金

が2,415百万円となっております。

0

4,165

売上高

2,273

営業利益又は営業損失（△）

7,833

（単位：百万円）

11,162

(859)264 －523 859

29,438

24 3 42

414 3,588

計
消 去 又

29,438 －

連  結
賃 貸 業

和装事業 洋装事業
陳列用器具の 建 物 のﾎｰﾑﾌｧﾆｼﾝ

ｸﾞ事業 賃 貸 業 は 全 社
その他事業
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「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

Ⅰ 22,431

Ⅱ 15,968

売上総利益 6,462

Ⅲ 5,289

1,173

Ⅳ

78

32

101

Ⅴ

179

9

7

1,188

Ⅵ －

Ⅶ －

1,188

476

51

281

379

金　　額

（平成20年3月期

支払利息

営業利益

営業外費用

営業外収益

受取利息

受取配当金

その他

少数株主利益

法人税等調整額

売上高

手形売却損

その他

特別利益

（1）（要約）四半期連結損益計算書

（単位：百万円）

前第3四半期連結累計期間

　科　　　目

第3四半期）

四半期純利益

売上原価

販売費及び一般管理費

税金等調整前四半期純利益

経常利益

法人税、住民税及び事業税

特別損失
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Ⅰ
税金等調整前四半期純利益 1,188
減価償却費 155
負ののれん償却額 △ 18
有形・無形固定資産除却損 0
投資その他の資産償却・評価損 0
貸倒引当金の増加額 19
退職給付引当金の増加額 22
その他引当金の増加額 8
受取利息及び受取配当金 △ 110
支払利息 179
有価証券売却益 △ 5
為替差益（△） △ 5
売上債権の増加額（△） △ 150
たな卸資産の増加額（△） △ 229
その他営業資産の増加額（△） △ 156
仕入債務の増加額 358
未払消費税等の増加額 18
その他営業負債の減少額 △ 122
小計 1,153
利息及び配当金の受取額 141
利息の支払額 △ 180
法人税等の支払額 △ 744
営業活動によるキャッシュ・フロー 369

Ⅱ
定期預金の預入による支出 △ 325
定期預金の払戻による収入 740
有形・無形固定資産の取得による支出 △ 47
有価証券の取得による支出 △ 1,285
有価証券の売却による収入 500
投資有価証券の取得による支出 △ 1
投資有価証券の売却による収入 11
貸付けによる支出 △ 3
貸付金の回収による収入 2
その他の投資による支出 △ 2
その他の投資の回収による収入 2

△ 407
Ⅲ

短期借入れによる収入 3,039
短期借入金の返済による支出 △ 4,422
長期借入れによる収入 1,600
長期借入金の返済による支出 △ 277
自己株式の取得による支出 △ 3
新株予約権の行使による収入 249
親会社による配当金の支払額 △ 88
少数株主への配当金の支払額 △ 8

90
Ⅳ 0
Ⅴ 52
Ⅵ 3,550
Ⅶ 3,602現金及び現金同等物の四半期末残高

財務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に係る換算差額
現金及び現金同等物の増加額

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

投資活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

（2）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

（単位：百万円)

前第3四半期連結累計期間
　   科　　　目

（平成20年3月期
第3四半期）
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（3）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　前第3四半期連結累計期間（自　平成19年4月1日　　至　平成19年12月31日）

外部顧客に対する
売上高
セグメント間の
内部売上高又は振替高

6,106 7,368 4,687 697 4,204 23,063 (632) 22,431

6,277 7,128 3,825 375 4,073 21,680 (421) 21,258

△ 171 240 861 321 130 1,383 (210) 1,173

売上高

（単位：百万円）

陳列用器具の

賃 貸 業

214

計

営業費用

営業利益又は営業損失（△）

6,095

10
(2)

(1)
3,838

365

4827,367

1 41

4,646

建 物 の
和装事業

賃 貸 業
洋装事業

消 去 又
は 全 社

連  結その他事業 計

―

―

22,431 22,431

(632)632
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