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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 2,167 ― △133 ― △135 ― △790 ―

20年3月期第3四半期 2,563 △35.5 △291 ― △319 ― △1,193 ―

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 △67.59 ―

20年3月期第3四半期 △102.00 ―

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 3,829 2,788 72.8 238.43
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3四半期  2,788百万円 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 0.00 ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 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 2,747 △13.3 △200 ― △204 ― △895 ― △76.58

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、２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、２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3四半期  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3四半期  158,721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3四半期  11,699,689株 20年3月期第3四半期  11,703,823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10月30日に発表いたしました内容より修正をおこなっております。具体的な内容につきましては、平成21 
   年１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」をご参照下さい。 
 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。  





５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 110,213 232,969

受取手形及び売掛金 5,156 7,642

商品 604,828 604,609

その他 90,596 64,066

流動資産合計 810,795 909,288

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 920,110 1,002,457

土地 1,482,918 2,072,796

その他（純額） 48,046 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 173,535 156,434

差入保証金 446,443 562,198

その他 52,953 95,656

貸倒引当金 △130,692 △222,816

固定資産合計 3,018,824 3,855,356

資産合計 3,829,620 4,764,644

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 329,721 286,323

短期借入金 260,000 260,000

1年内返済予定の長期借入金 75,800 226,600

その他 58,044 62,745

流動負債合計 723,565 835,668

固定負債   

長期借入金 52,400 91,000

長期預り保証金 262,229 272,691

その他 2,428 0

固定負債合計 317,057 363,691

負債合計 1,040,623 1,199,359



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31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 △790,810 △1,426,001

自己株式 △21,427 △21,207

株主資本合計 2,785,420 3,576,449

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,576 △11,164

評価・換算差額等合計 3,576 △11,164

純資産合計 2,788,996 3,565,285

負債純資産合計 3,829,620 4,764,644



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 2,086,683

売上原価 1,546,431

売上総利益 540,251

その他の営業収入 81,177

営業総利益 621,429

販売費及び一般管理費 754,913

広告宣伝費 67,739

給料及び手当 259,628

減価償却費 53,339

賃借料 182,748

その他 191,457

営業損失（△） △133,484

営業外収益  

受取利息 59

受取配当金 2,458

物品売却益 2,032

たな卸資産処分益 1,978

その他 2,315

営業外収益合計 8,845

営業外費用  

支払利息 9,658

その他 1,397

営業外費用合計 11,056

経常損失（△） △135,695

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 575

投資有価証券売却損 18

店舗閉鎖損失 3,066

ゴルフ会員権評価損 590

減損損失 495,305

特別損失合計 649,781

税引前四半期純損失（△） △785,353

法人税、住民税及び事業税 5,456

四半期純損失（△） △790,810



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 688,513

売上原価 516,974

売上総利益 171,539

その他の営業収入 26,894

営業総利益 198,433

販売費及び一般管理費 242,005

広告宣伝費 23,772

給料及び手当 80,256

減価償却費 17,860

賃借料 60,426

その他 59,690

営業損失（△） △43,572

営業外収益  

受取利息 0

受取配当金 1,003

物品売却益 32

たな卸資産処分益 297

その他 710

営業外収益合計 2,043

営業外費用  

支払利息 2,715

その他 27

営業外費用合計 2,743

経常損失（△） △44,271

特別損失  

固定資産除却損 139

投資有価証券売却損 18

減損損失 116,775

特別損失合計 116,932

税引前四半期純損失（△） △161,204

法人税、住民税及び事業税 1,853

四半期純損失（△） △163,057



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純損失（△） △785,353

減価償却費 54,539

減損損失 495,305

貸倒引当金の増減額（△は減少） △123

受取利息及び受取配当金 △2,518

支払利息 9,658

固定資産売却損益（△は益） 150,226

売上債権の増減額（△は増加） 2,486

たな卸資産の増減額（△は増加） 24,506

仕入債務の増減額（△は減少） 43,398

その他 △53,790

小計 △61,664

利息及び配当金の受取額 2,510

利息の支払額 △9,253

法人税等の支払額 △8,594

営業活動によるキャッシュ・フロー △77,002

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 18,547

その他 32,709

投資活動によるキャッシュ・フロー 143,865

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 △289,400

その他 △219

財務活動によるキャッシュ・フロー △189,619

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △122,755

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 110,213
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