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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 12,172 ― 5 ― 132 ― △853 ―
20年3月期第3四半期 12,378 △2.9 402 6.9 617 6.7 498 △24.4

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 △24.23 ―
20年3月期第3四半期 14.18 ―

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 24,105 17,809 73.9 503.10
20年3月期 26,219 20,035 76.4 570.23

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  17,809百万円 20年3月期  20,035百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
21年3月期 ― 4.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4.00 8.00

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  有   

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 15,000 △7.4 △200 ― △100 ― △1,200 ― △34.07

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、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、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、その他の特記事項 
(1)平成20年10月28日に公表しました通期連結業績予想を本資料において修正しております。 
(2)業績予測は、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ます。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結果となる
可能性があります。 
(3)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  36,300,000株 20年3月期  36,300,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  900,514株 20年3月期  1,163,983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  35,222,484株 20年3月期第3四半期  35,136,784株
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御幸ホールディングス（株）(3216)  

平成 21 年３月期 第３四半期決算短信 

 

【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経済は、世界的な金融危機が深刻化し、円高・株安が企業業績

を圧迫するとともに雇用情勢が急速に悪化するなど、極めて厳しい局面へと波及してまいりました。また、

個人消費につきましても、雇用不安の高まりで低迷する消費者心理がより一層冷え込みました。このような

環境のもと、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は 121 億 72 百万円、営業損益は５百万円、

経常損益は１億 32 百万円となりました。最終損益は、減損処理による有価証券評価損を特別損失として計

上したことなどにより、△８億 53 百万円となりました。 

〔繊維事業〕 

基幹事業である繊維事業は、団塊世代の定年退職や衣料品への購買意欲の減退という厳しい商況のなか、

テキスタイル事業で品質と価格が両立した商品の開発と新規顧客の開拓を推進いたしましたが、高価格帯商

品の需要が低迷するなど全般的に苦戦いたしました。アパレル事業および高級肌着事業では、昨年秋後半か

ら小売市況が大きく悪化したことで主力の百貨店店頭販売が伸び悩みました。これらの結果、繊維事業は売

上高 87 億 37 百万円（前年同期比 0.2％減）となりました。 

〔電子関連事業〕 

電子関連事業では、電子機器分野の液晶検査装置や医療機器分野の透析装置、輸液ポンプなどが好調に推

移いたしましたものの、企業の設備投資抑制の影響により、電子通信および電子部品の両分野で受注が減少

した結果、本事業の売上高は 29 億 91 百万円（前年同期比 5.9％減）となりました。 

〔不動産事業〕 

当社が不動産を保有する名古屋地区におきましては、中心部でのオフィスビルの新規供給が大幅に増加、

さらに不況下で空室率が上昇しており、住宅・商業物件含めすべてにおいて大変厳しい市況になっておりま

す。このような環境下で、当社は引き続き各テナント様との関係強化に努めました結果、本事業の売上高は

４億 43 百万円（前年同期比 0.7％増）となりました。なお、ビジネスパーク事業におきましては、昨年末

より一部着工いたしました。 

 

なお、前年同期比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の総資産は、241 億５百万円となり、前連結会計年度末より 21 億 13 百万円

減少いたしました。このうち、流動資産は、121 億 92 百万円となり、３億 46 百万円増加いたしました。こ

れは主として、現金及び預金が３億 48 百万円減少した一方で、売上債権が２億 77 百万円、たな卸資産が３

億 46 百万円それぞれ増加したことによるものです。また、有形固定資産が主として減価償却により１億 47

百万円、投資有価証券が保有有価証券の売却と時価評価により 23 億 95 百万円それぞれ減少いたしましたこ

とで、固定資産は 24 億 60 百万円減少し、119 億 12 百万円となりました。 

 負債合計は、主として支払手形及び買掛金の増加により、前連結会計年度末より１億 12 百万円増加の 62

億 96 百万円となりました。 

 純資産合計は、第３四半期純損失８億 53 百万円、配当金の支払い２億 83 百万円の計上に加え、その他有

価証券評価差額金が７億81百万円減少いたしましたことで、前連結会計年度末より22億26百万円減少し、

178 億９百万円となりました。 

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想の見直しを行い、平成 20 年 10 月 28 日に公表いたしました業績予想の修正をいたしまし

た。詳細は平成 21 年２月５日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 
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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 

①法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法の変更 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方

法によっております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、第２四半期連結会計期間末以降に経営環境等、かつ、一

時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、第２四半期連結会計期間末において使用した

将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

②棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間

末の実地棚卸高を基礎として、合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価引下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額を

見積り、簿価引下げを行う方法によっております。 

 

(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 

 棚卸資産については、従来、主として総平均法に基づく低価法によっておりましたが、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」（企業会計基準委員会 平成 18 年７月５日 企業会計

基準第９号）が適用されたことにともない、総平均法に基づく原価法(収益性の低下による簿価切下げの

方法)により算定しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経

常利益が 28,413 千円減少、税金等調整前四半期純損失が 158,993 千円増加しております。 

 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。 

 ③リース取引に関する会計基準等の適用 

  「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月 17 日 最終改正平成 19 年３月

30 日 企業会計基準第 13 号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平

成６年１月 18 日 最終改正平成 19 年３月 30 日 企業会計基準適用指針第 16 号）を第１四半期連結会計

期間から早期に適用し、所有権移転外ファイナンス･リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価格をゼロとして算定する方

法によっております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス･リース取引については、通常の

賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、第３四半期連結累計期間のリース資産が有形固定資産に

31,188 千円計上されておりますが、損益に与え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 2,013,490 2,361,916

受取手形及び売掛金 4,771,398 4,494,386

商品及び製品 2,525,664 2,286,780

仕掛品 1,159,599 1,054,841

原材料及び貯蔵品 1,335,327 1,332,168

その他 460,322 393,472

貸倒引当金 △73,116 △77,826

流動資産合計 12,192,685 11,845,738

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,528,825 5,739,503

その他（純額） 1,999,350 1,935,738

有形固定資産合計 7,528,175 7,675,242

無形固定資産 168,337 153,082

投資その他の資産   

投資有価証券 2,743,718 5,138,969

その他 1,691,271 1,618,908

貸倒引当金 △218,515 △212,632

投資その他の資産合計 4,216,474 6,545,245

固定資産合計 11,912,987 14,373,571

資産合計 24,105,673 26,219,310

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,861,578 1,773,727

1年内返済予定の長期借入金 46,786 46,786

未払法人税等 20,940 22,942

賞与引当金 101,230 215,451

返品調整引当金 73,009 46,496

その他 719,317 617,876

流動負債合計 2,822,863 2,723,281

固定負債   

長期借入金 370,789 370,789

退職給付引当金 1,652,010 1,600,869

役員退職慰労引当金 101,796 140,701

修繕引当金 21,000 12,000

負ののれん 66,494 78,228

その他 1,261,353 1,257,947

固定負債合計 3,473,444 3,460,536

負債合計 6,296,307 6,183,817

 御幸ホールディングス（株）（3216） 
平成21年３月期　第３四半期決算短信
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,815,000 1,815,000

資本剰余金 1,874,601 1,874,601

利益剰余金 14,795,257 16,199,326

自己株式 △430,088 △442,879

株主資本合計 18,054,770 19,446,049

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △268,790 512,970

為替換算調整勘定 23,386 76,472

評価・換算差額等合計 △245,404 589,443

純資産合計 17,809,365 20,035,492

負債純資産合計 24,105,673 26,219,310

 御幸ホールディングス（株）（3216） 
平成21年３月期　第３四半期決算短信
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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 12,172,564

売上原価 8,568,387

売上総利益 3,604,177

販売費及び一般管理費 3,598,430

営業利益 5,746

営業外収益  

受取利息 2,330

受取配当金 65,852

為替差益 8,089

持分法による投資利益 32,198

負ののれん償却額 11,734

その他 27,138

営業外収益合計 147,344

営業外費用  

支払利息 6,211

シンジケートローン手数料 6,086

たな卸資産処分損 3,639

その他 4,247

営業外費用合計 20,184

経常利益 132,905

特別利益  

投資有価証券売却益 157,351

貸倒引当金戻入額 2,013

償却債権取立益 1,143

特別利益合計 160,508

特別損失  

たな卸資産評価損 130,580

固定資産除却損 15,000

投資有価証券売却損 288,132

投資有価証券評価損 621,398

その他 36,768

特別損失合計 1,091,880

税金等調整前四半期純損失（△） △798,466

法人税、住民税及び事業税 15,740

法人税等調整額 39,356

法人税等合計 55,097

四半期純損失（△） △853,564

 御幸ホールディングス（株）（3216） 
平成21年３月期　第３四半期決算短信
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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 △798,466

減価償却費 296,765

負ののれん償却額 △11,734

返品調整引当金の増減額（△は減少） 26,513

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,173

賞与引当金の増減額（△は減少） △114,221

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51,141

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △38,904

受取利息及び受取配当金 △68,183

持分法による投資損益（△は益） △32,198

投資有価証券売却益 △157,351

投資有価証券売却損 288,132

投資有価証券評価損 621,398

固定資産除却損 15,000

売上債権の増減額（△は増加） △277,012

たな卸資産の増減額（△は増加） △346,801

仕入債務の増減額（△は減少） 87,850

その他 2,193

小計 △454,703

利息及び配当金の受取額 84,221

利息の支払額 △6,211

法人税等の支払額 △101,514

法人税等の還付額 28,422

営業活動によるキャッシュ・フロー △449,785

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 △42,525

無形固定資産の取得による支出 △50,978

投資有価証券の取得による支出 △4,801

投資有価証券の売却による収入 561,881

保険積立金の積立による支出 △122,650

保険積立金の解約による収入 55,450

貸付けによる支出 △10,000

貸付金の回収による収入 3,173

関係会社貸付けによる支出 △1,000,000

関係会社貸付けの回収による収入 1,000,000

その他 △1,200

投資活動によるキャッシュ・フロー 388,350
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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  

配当金の支払額 △283,649

自己株式の取得による支出 △1,839

自己株式の処分による収入 577

リース債務の返済による支出 △2,079

財務活動によるキャッシュ・フロー △286,990

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △348,425

現金及び現金同等物の期首残高 2,361,916

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,013,490

 御幸ホールディングス（株）（3216） 
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御幸ホールディングス（株）(3216)  

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 

当第３四半期連結累計期間（平成 20 年４月１日～平成 20 年 12 月 31 日） 
 （単位千円：未満切捨て） 

 
繊維事業 

電子関連 
事業 

不動産 
事業 

計 
消去又 
は全社 

連 結 

売  上  高 
(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 

 
8,737,051 

30,116 
2,991,555

150
443,958
115,952

12,172,564
146,218

 
- 

(146,218) 

 
12,172,564

-

計 8,767,167 2,991,705 559,910 12,318,783 (146,218) 12,172,564

営業利益 45,083 61,851 257,783 364,718 (358,972) 5,746

「棚卸資産の評価に関する会計基準の適用」（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ております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の売上総利益及び営業利益は

「繊維事業」が 25,613 千円、「電子関連事業」が 2,799 千円それぞれ減少しております。 

 
 (6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
  該当事項はありません。 
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御幸ホールディングス（株）(3216)  

平成 21 年３月期 第３四半期決算短信 

 

 

「参考資料」 

前第３四半期に係る財務諸表等 

(1) （要約）四半期連結損益計算書 

（単位千円：未満切捨て） 

科  目 
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 ）

 金額 

  

売上高 12,378,090

売上原価 8,711,033

売上総利益 3,667,056

販売費及び一般管理費 3,264,275

営業利益 402,781

営業外収益 235,993

営業外費用 21,537

経常利益 617,237

特別利益 43,027

特別損失 1,450

税金等調整前四半期純利益 658,814

法人税等 160,561

四半期純利益 498,253

 

(2) セグメント情報 

前第３四半期連結累計期間（平成 19 年４月１日～平成 19 年 12 月 31 日） 
（単位百万円：未満切捨て） 

 
繊維事業 

電子関連 
事業 

不動産 
事業 

計 
消去又 
は全社 

連 結 

売  上  高 
(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

8,757
29

3,179
―

440
121

 
12,378 

151 

 
  ― 
（151） 

12,378
  ― 

計 8,787 3,179 562 12,529 （151） 12,378

営  業  費  用 8,468 3,103 307 11,878 96 11,975

営  業  利  益 319 76 255 651 （248） 402
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