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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 27,027 ― 1,360 ― 1,346 ― 656 ―

20年3月期第3四半期 26,402 5.6 1,529 9.8 1,526 11.4 694 5.3

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 34.08 ―

20年3月期第3四半期 35.22 35.14

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 22,176 13,210 59.3 694.31
20年3月期 21,026 12,991 61.6 665.40

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  13,156百万円 20年3月期  12,945百万円

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 ― ― ― 13.00 13.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 13.00 13.00

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 38,201 5.9 2,229 6.7 2,209 6.3 1,033 10.9 53.10

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）  無  

(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  

(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、３ページ 【定性的情報・財務諸表等】 ４． その他をご覧ください。  

(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)上記の業績予想は、本資料の発表日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、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。 
(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 ― 社 （社名 ）

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  19,906,600株 20年3月期  19,906,600株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  957,656株 20年3月期  451,156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  19,278,135株 20年3月期第3四半期  19,723,931株
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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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、米国の金融危機に端を発した世界経済の

減速が鮮明となる中で、株価の下落や為替の急激な円高の進行等により企業収益が悪化し、低迷

していた景気は、さらに後退局面に入りました。 

流通業界におきましては、商業施設の新設が相次ぎ、競合が激化する一方で、雇用情勢の悪化、

個人所得の伸び悩み、先行きの不安感等から消費マインドの低下が続き、一段と厳しい状況で推

移しました。 

このような状況下で、当社グループは、小売部門につきましては、積極的に45店舗の新規出店

を行なうとともに11店舗の退店を行ない、当第３四半期連結会計期間末の店舗数は501店舗とな

りました。売上高につきましては、消費マインドの低下等により、既存店売上高が前年同期比

95.8%に止まったものの、新規出店効果等により前年実績を上回りました。卸売部門につきまし

ては、新規ブランドを導入したものの、売上高はやや減少しております。また、売上総利益率は

改善しましたが、既存店の売上高減少により、販売費及び一般管理費率が上昇し、営業利益、経

常利益はそれぞれ減少しました。 

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は27,027百万円（前年同期比2.4％増）、

営業利益は1,360百万円（前年同期比11.1％減）、経常利益は1,346百万円（前年同期比11.8％

減）、四半期純利益は656百万円（前年同期比5.4％減）となりました。 
※本年度より新たに四半期会計基準等が適用されたことから、経営成績に関する定性的情報における、前年同期増減率

は参考として記載しております。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金の減少があったものの、商品や

売掛債権の増加等により、前連結会計年度末に比べて1,149百万円増加の22,176百万円となりま

した。 

負債につきましては、短期借入金の増加等により、前連結会計年度末に比べて931百万円増加

の8,965百万円となりました。 

また、純資産につきましては、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べて218百

万円の増加の13,210百万円となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第３四半期連結会計期間（３ヶ月）におけるキャッシュ・フローの状況は次のとおりであ

ります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前純利益の増加によるプラスがあったも

のの、たな卸資産の増加や法人税等の支払等により、1,387百万円のマイナスとなりました

（尚、当第３四半期連結累計期間では、993百万円のマイナス）。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店及び改装に伴う設備投資等により、119百

万円のマイナスとなりました（尚、当第３四半期連結累計期間では、481百万円のマイナス）。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の増加等により、947百万円のプラスと

なりました（尚、当第３四半期連結累計期間では、620百万円のプラス）。 

以上の結果、当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、当第２四半期連

結会計期間末に比べて559百万円減少し、306百万円となりました（尚、前連結会計年度末に比

べては、853百万円減少しております）。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後も流通業界を取り巻く環境は厳しい状況が続くものと思われますが、当社グループは、既

存店の売上の回復と商品売上粗利益率の向上に努め、業績予想数値の達成を図ってまいります。 

現時点では、当期の連結業績予想につきましては平成20年5月9日に発表しました連結業績予想
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を変更しておりません。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

たな卸資産について、実地たな卸を省略しております。 

また、その他影響額の僅少なものについて、一部簡便的な方法を採用しております。 

 

(3) 四半期連結財務諸表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棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「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）を第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収

益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

この結果、損益に対する影響はありません。 
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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 334,257 1,188,038

受取手形及び売掛金 2,786,958 2,556,921

商品及び製品 8,934,378 7,599,299

原材料及び貯蔵品 47,200 58,324

繰延税金資産 106,065 236,833

その他 431,543 45,776

貸倒引当金 △2,337 △2,560

流動資産合計 12,638,066 11,682,632

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,085,856 1,019,369

土地 671,315 678,315

その他（純額） 595,949 576,156

有形固定資産合計 2,353,121 2,273,841

無形固定資産 101,575 104,927

投資その他の資産   

投資有価証券 40,554 50,264

長期貸付金 8,075 8,075

繰延税金資産 265,124 271,753

敷金及び保証金 6,453,244 6,447,601

その他 322,284 205,666

貸倒引当金 △5,680 △18,211

投資その他の資産合計 7,083,603 6,965,150

固定資産合計 9,538,300 9,343,919

資産合計 22,176,366 21,026,552
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,061,006 3,607,504

短期借入金 1,000,000 －

1年内償還予定の社債 1,540,000 530,000

未払法人税等 97,314 570,861

賞与引当金 136,246 268,045

役員賞与引当金 15,300 20,400

その他 1,337,755 1,287,091

流動負債合計 8,187,622 6,283,903

固定負債   

社債 － 1,025,000

退職給付引当金 348,319 339,533

役員退職慰労引当金 115,011 115,554

その他 315,011 270,766

固定負債合計 778,343 1,750,853

負債合計 8,965,965 8,034,756

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,986,400 2,986,400

資本剰余金 4,185,722 4,185,722

利益剰余金 6,354,310 5,950,248

自己株式 △380,324 △192,766

株主資本合計 13,146,108 12,929,604

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 10,380 16,042

評価・換算差額等合計 10,380 16,042

新株予約権 53,912 46,149

純資産合計 13,210,401 12,991,795

負債純資産合計 22,176,366 21,026,552
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(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 27,027,384

売上原価 14,879,391

売上総利益 12,147,992

販売費及び一般管理費 10,787,431

営業利益 1,360,561

営業外収益  

受取利息 1,170

受取配当金 3,835

受取手数料 2,856

その他 5,760

営業外収益合計 13,623

営業外費用  

支払利息 18,502

支払保証料 4,031

その他 4,770

営業外費用合計 27,303

経常利益 1,346,880

特別利益  

受取補償金 25,486

貸倒引当金戻入額 8,000

賞与引当金戻入額 59,094

その他 9,894

特別利益合計 102,474

特別損失  

固定資産売却損 3,823

固定資産除却損 16,859

店舗閉鎖損失 21,404

減損損失 35,568

特別損失合計 77,655

税金等調整前四半期純利益 1,371,699

法人税、住民税及び事業税 573,453

法人税等調整額 141,263

法人税等合計 714,716

四半期純利益 656,982
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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 1,371,699

減価償却費 343,385

減損損失 35,568

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,754

受取利息及び受取配当金 △5,006

支払利息 18,502

売上債権の増減額（△は増加） △230,037

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,323,954

仕入債務の増減額（△は減少） 453,501

賞与引当金の増減額（△は減少） △131,799

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △542

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,786

固定資産売却損益（△は益） 3,823

固定資産除却損 16,859

未払消費税等の増減額（△は減少） △40,877

その他 △454,372

小計 47,682

利息及び配当金の受取額 5,007

利息の支払額 △16,728

法人税等の支払額 △1,029,219

営業活動によるキャッシュ・フロー △993,259

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △491,159

有形及び無形固定資産の売却による収入 9,702

投資活動によるキャッシュ・フロー △481,457

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 1,000,000

社債の償還による支出 △15,000

自己株式の取得による支出 △187,557

配当金の支払額 △252,718

割賦未払金の増加額 184,575

割賦未払金の減少額 △108,363

財務活動によるキャッシュ・フロー 620,936

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減額（△は減少） △853,780

現金及び現金同等物の期首残高 1,160,338

現金及び現金同等物の四半期末残高 306,557
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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) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 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） 
事業の種類として「鞄・袋物販売事業」及び「不動産賃貸事業」を行なっておりますが、当第３

四半期連結累計期間における「鞄・袋物販売事業」の売上高及び営業利益は、全セグメントの売上
高及び営業利益の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報
の記載を省略しております。 
 

【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） 
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【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） 
該当事項はありません。 
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(6) 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。 

 

 

（重要な後発事象） 

 

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

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日  
 至 平成20年３月31日) 

──────── 会社法第165条第2項の規定による定款の定めに基づ

く自己株式の取得 

 

 当社は、平成20年5月9日開催の取締役会におい

て、会社法第165条３項の規定により読み替えて適用

される同法第156条の規定に基づき、自己株式を取得

することを決議いたしました。 

 (取得の内容) 

 (1)理由 

資本効率の向上と経営環境の変化に対応した機

動的な資本政策の遂行のため  

 (2)取得する株式の種類 

当社普通株式 

 (3)取得する株式の総数 

500,000株を上限とする 

(自己株式を除く発行済株式総数に対する割合

2.5％) 

 (4)株式の取得価額の総額 

400,000千円を上限とする 

 (5)自己株式取得の期間 

平成20年5月12日(月)から平成20年9月22日(月) 
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 「参考資料」 

 前年同四半期に係る財務諸表等 

  (1)前第３四半期連結損益計算書 

前年同四半期 

平成20年３月期第３四半期 科  目 

金  額 百分比 

Ⅰ 売上高 26,402,729 100.0

Ⅱ 売上原価 14,793,001 56.0

売上総利益 11,609,727 44.0

 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 10,079,904 38.2

 

営業利益 1,529,823 5.8

 

Ⅳ 営業外収益 17,793 0.1

 

Ⅴ 営業外費用 20,828 0.1

 

経常利益 1,526,788 5.8

 

Ⅵ 特別利益 63,416 0.2

 

Ⅶ 特別損失 

１減損損失 22,047

２その他 159,310

特別損失計 181,358 0.7

 

税金等調整前四半期 

（当期）純利益 
1,408,845 5.3

法人税等 714,208 2.7

四半期（当期）純利益 694,636 2.6
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(2)前第３四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

平成20年３月期第３四半期

区  分 金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

１税金等調整前四半期(当期)純利益 1,408,845

２減価償却費 299,634

３減損損失 22,047

４賞与引当金の増減額 △127,219

５役員賞与引当金の増減額 △4,700

６退職給付引当金の増減額 6,791

７役員退職慰労引当金の増減額 6,270

８貸倒引当金の増減額 △4,651

９受取利息及び受取配当金 △5,379

10支払利息 15,608

11社債発行費 ―

12固定資産売却損 114,222

13固定資産除却損 25,136

14売上債権の増減額 △109,036

15たな卸資産の増減額 △1,220,028

16仕入債務の増減額 169,170

17未払消費税の増減額 △17,953

18役員賞与の支払額 ―

19その他 △201,487

小  計 377,270

20利息及び配当金の受取額 5,346

21利息の支払額 △13,488

22法人税の支払額 △897,569

営業活動によるキャッシュ・フロー △528,440

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

１有形・無形固定資産の取得による支出 △563,666

２有形・無形固定資産の売却による収入 35,700

３貸付金の回収による収入 104

４その他 300

投資活動によるキャッシュ・フロー △527,562

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

１短期借入金の純増減額 400,000

２割賦未払金の増加額 110,226

３割賦未払金の減少額 △89,751

４社債の発行による収入 ―

５社債の償還による支出 △15,000

６自己株式の処分による収入 ―

７自己株式の取得による支出 △66,213

８配当の支払額 △197,179

財務活動によるキャッシュ・フロー 142,081

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △913,921

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,284,275

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期(期末)残高 370,354
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