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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 4,377 ― 10 ― 17 ― 42 ―
20年3月期第3四半期 4,262 △0.5 109 144.9 126 147.8 500 ―

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 6.95 6.93
20年3月期第3四半期 82.17 81.34

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 5,518 4,702 84.6 766.60
20年3月期 5,524 4,705 84.6 776.49

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  4,669百万円 20年3月期  4,671百万円

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 5,880 3.3 21 △84.5 31 △80.3 62 △79.3 10.17

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  

(注）詳細は、2～3ページ【定性的情報・財務諸表等】4.その他をご覧ください。 

(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、2～3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.上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績の変化等によ
り、上記予想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 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  6,252,004株 20年3月期  6,252,004株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  160,262株 20年3月期  156,931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  6,093,615株 20年3月期第3四半期  6,088,146株
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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 976,209 1,388,155

売掛金 23,439 10,906

有価証券 4,000 4,010

商品 25,281 18,284

繰延税金資産 690 690

その他 135,910 123,902

流動資産合計 1,165,531 1,545,950

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,208,963 2,970,279

減価償却累計額 △1,857,700 △1,986,278

建物（純額） 1,351,262 984,001

工具、器具及び備品 405,679 411,951

減価償却累計額 △340,316 △349,246

工具、器具及び備品（純額） 65,362 62,705

土地 445,103 445,103

その他 1,858 2,842

減価償却累計額 △1,613 △2,465

その他（純額） 244 377

有形固定資産合計 1,861,973 1,492,186

無形固定資産   

商標権 16,268 18,070

ソフトウエア 10,405 6,465

無形固定資産合計 26,674 24,536

投資その他の資産   

投資有価証券 95,769 120,306

長期貸付金 25,000 25,000

敷金及び保証金 2,189,607 2,178,023

その他 160,244 144,289

貸倒引当金 △6,212 △6,212

投資その他の資産合計 2,464,409 2,461,407

固定資産合計 4,353,056 3,978,129

資産合計 5,518,588 5,524,080
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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   

買掛金 70,332 59,271

短期借入金 70,000 70,000

未払法人税等 330 122,285

賞与引当金 23,440 50,325

株主優待引当金 3,792 14,615

その他 390,858 255,428

流動負債合計 558,753 571,925

固定負債   

退職給付引当金 94,070 86,857

役員退職慰労引当金 84,101 78,346

繰延税金負債 570 478

その他 78,374 81,401

固定負債合計 257,116 247,085

負債合計 815,869 819,010

純資産の部   

株主資本   

資本金 771,682 771,682

資本剰余金 1,062,078 1,062,078

利益剰余金 2,893,863 2,869,789

自己株式 △74,440 △73,083

株主資本合計 4,653,182 4,630,466

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,775 41,370

評価・換算差額等合計 16,775 41,370

少数株主持分 32,759 33,232

純資産合計 4,702,718 4,705,069

負債純資産合計 5,518,588 5,524,080
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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 4,377,921

売上原価 534,584

売上総利益 3,843,336

販売費及び一般管理費 ※  3,832,787

営業利益 10,549

営業外収益  

受取利息 2,337

受取配当金 1,170

受取家賃 71,688

その他 7,873

営業外収益合計 83,069

営業外費用  

支払利息 989

不動産賃貸費用 62,035

その他 13,300

営業外費用合計 76,325

経常利益 17,293

特別利益  

投資有価証券売却益 103

受取補償金 170,000

特別利益合計 170,103

特別損失  

固定資産廃棄損 83,920

固定資産売却損 35

立退きに伴う費用 12,570

その他 1,090

特別損失合計 97,615

税金等調整前四半期純利益 89,781

法人税等 47,895

少数株主損失（△） △472

四半期純利益 42,358
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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) 

売上高 1,476,444

売上原価 179,780

売上総利益 1,296,664

販売費及び一般管理費 ※  1,281,696

営業利益 14,967

営業外収益  

受取利息 432

受取配当金 452

受取家賃 24,216

その他 735

営業外収益合計 25,836

営業外費用  

支払利息 330

不動産賃貸費用 20,660

その他 3,096

営業外費用合計 24,087

経常利益 16,716

特別利益  

特別利益合計 －

特別損失  

固定資産廃棄損 10,965

特別損失合計 10,965

税金等調整前四半期純利益 5,751

法人税等 8,430

少数株主利益 44

四半期純損失（△） △2,723
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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 89,781

減価償却費 171,401

長期前払費用償却額 16,366

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,212

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,754

賞与引当金の増減額（△は減少） △26,885

株主優待引当金の増減額(△は減少) △10,823

受取利息及び受取配当金 △3,508

支払利息 989

固定資産売却損益（△は益） 35

固定資産廃棄損 83,920

投資有価証券売却損益（△は益） △103

受取補償金 △170,000

立退きに伴う費用 12,570

売上債権の増減額（△は増加） △12,532

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,997

仕入債務の増減額（△は減少） 11,060

その他の流動資産の増減額（△は増加） △11,896

その他の流動負債の増減額（△は減少） △16,726

その他の固定負債の増減額（△は減少） △3,027

未払消費税等の増減額（△は減少） △5,129

その他 △4,370

小計 127,093

利息及び配当金の受取額 3,309

利息の支払額 △909

補償金の受取額 170,000

立退きに伴う費用の支払額 △12,570

法人税等の支払額 △159,188

営業活動によるキャッシュ・フロー 127,734

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 △26,606

定期預金の払戻による収入 16,554

投資有価証券の売却による収入 154

有形固定資産の取得による支出 △423,816

有形固定資産の売却による収入 0

敷金及び保証金の回収による収入 95,059

敷金及び保証金の差入による支出 △119,438

その他 △72,028

投資活動によるキャッシュ・フロー △530,120

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △1,356

配当金の支払額 △18,255

財務活動によるキャッシュ・フロー △19,612

現金及び現金同等物に係る換算差額 －
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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) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △421,998

現金及び現金同等物の期首残高 1,354,471

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  932,473
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