
平成21年3月期 第3四半期決算短信 
平成21年2月6日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 三栄コーポレーション 上場取引所 JQ 
コード番号 8119 URL http://www.sanyeicorp.com/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 水谷 裕之
問合せ先責任者 （役職名） 執行役員財務部長 （氏名） 樋口 功 TEL 03-3847-3500

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13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 25,559 ― 603 ― 625 ― 225 ―
20年3月期第3四半期 25,470 5.1 456 △28.5 473 △38.2 192 △55.6

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 18.52 18.30
20年3月期第3四半期 15.19 15.10

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 13,941 4,827 32.6 391.34
20年3月期 13,036 5,401 39.5 408.24

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  4,542百万円 20年3月期  5,153百万円

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 ― 10.00 10.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 12.00 12.00

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 34,000 0.8 940 52.2 930 40.3 350 △13.3 30.15

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） 

(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）本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
（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。  

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  12,764,732株 20年3月期  12,764,732株
② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  1,157,771株 20年3月期  141,318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  12,156,261株 20年3月期第3四半期  12,664,964株



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は、昨年９月の大手米国証券会社の経営破綻に端を発した世界的な金融危機がわが国の

実体経済にまで波及し、急速な景気後退局面となりました。

　このような厳しい環境下、当社の大手専門店向けの家具の売上やホームセンター向けのペットフードの売上、また、

ドイツ製コンフォートシューズ「ビルケンシュトック」の売上は引き続き好調に推移し、国内の売上高は前年同期実

績を上回って堅調に積み上がりましたが、昨年９月以降の大幅な円相場の上昇により海外売上高の円換算額が大きく

減少したため、連結の売上高は前年同期比0.3％増加の255億5千9百万円にとどまりました。

　利益面におきましては、ドイツ製コンフォートシューズ「ビルケンシュトック」が値上げや直営店の拡充効果によ

り利益率が改善したこと、また、当社単体においても、利益率の高い自社ブランド家電の売上増加や大幅な円高が利

益率の改善に寄与したことから、売上総利益は前年同期比6億4千9百万円の増加となりました。

　営業利益は、㈱ビルケンシュトックジャパンの新規直営店出店や中国拠点整備に係る経費増に加え、新規小売店事

業展開に伴う経費支出がありましたが、売上総利益が大幅に増加したことを主因に前年同期比32.3％増加の6億3百万

円となりました。

　経常利益については、持分法による投資利益が前年比大幅に減少したものの、為替差益が発生したこともあり前年

同期比32.0％増加の6億2千5百万円となりました。四半期純利益は、香港子会社事務所の２分割売却の２回目の引き渡

しが完了したことに伴う固定資産売却益などに、法人税等調整額および投資有価証券評価損などを計上した結果、前

年同期比17.0％増加の2億2千5百万円となりました。

　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。従いまして、当第３四半期連結累計期

間の連結損益計算書と前年同期の連結損益決算書とでは作成基準が異なるため、前年同期比較に関する情報は参考と

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、前連結会計年度末に比べ9億5百万円増加の139億4千1百万円となりまし

た。

　後記４．その他（3）3に記載のとおり「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

を適用し、海外子会社の資産再評価の取り崩しを行い、「土地」が減少しましたが、秋冬用の「ビルケンシュトック」

の仕入増加および「モッフル」、ワッフルなどの調理用家電の棚卸資産増加や本社隣接地の借地権購入により無形固

定資産が増加したことから総資産が増加しました。

　負債合計は、前連結会計年度末に比べ14億7千9百万円増加の91億1千4百万円となりました。前段の仕入増加、隣接

地の借地権購入、自己株式の取得資金として短期借入金が大幅に増加したことにより流動負債が増加しました。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ5億7千4百万円減少の48億2千7百万円となりました。

　自己株式の取得による株主資本の減少や株式市況低迷によるその他有価証券評価差額金および円高による為替換算

調整勘定の減少により純資産が減少しました。

　自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ6.9ポイント減少の32.6％となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　第３四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行いましたが、平成20年10月30日付「平

成21年３月期第２四半期決算短信」にて発表いたしました平成21年３月期の業績予想（連結）に変更はありません。

　１株当たり当期純利益の通期連結業績予想については、平成20年10月30日付の平成21年３月期第２四半期決算短信

において発表しました29円97銭から30円15銭に修正しております。

　なお、年間配当予想12円は変更ありません。



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

　1.固定資産の減価償却費の算定方法

    年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としております。

　　　 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出に関しては、実地棚卸を省略して前連結会計年度末の実地棚卸高

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、棚卸資産の簿価切下げに関しては、

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、簿価切下げを行う方法によっております。

　3.一般債権の貸倒見積高の算定方法

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。

（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.棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりま

したが、当第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下げの方法）により算定しております。

これによる損益への影響はありません。

3.「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用

　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱

い」（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

これによる損益への影響はありません。ただし、海外子会社の資産再評価の取崩しを行ったことにより、

利益剰余金が1億4千万円減少しております。



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 811,116 1,365,473

受取手形及び売掛金 5,228,670 4,130,769

有価証券 6,991 4,575

商品 2,778,948 1,858,238

製品 139,400 189,948

原材料 301,488 272,178

仕掛品 54,956 33,855

その他 953,730 1,166,603

貸倒引当金 △14,880 △13,935

流動資産合計 10,260,422 9,007,706

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,567,758 1,576,205

減価償却累計額 △993,170 △960,087

建物及び構築物（純額） 574,588 616,117

機械装置及び運搬具 454,897 549,854

減価償却累計額 △286,034 △295,951

機械装置及び運搬具（純額） 168,863 253,902

土地 794,723 898,876

その他 557,059 538,367

減価償却累計額 △416,609 △396,095

その他（純額） 140,450 142,271

有形固定資産合計 1,678,624 1,911,168

無形固定資産   

のれん 14,250 －

その他 222,123 45,561

無形固定資産合計 236,373 45,561

投資その他の資産   

投資有価証券 1,264,567 1,429,936

その他 610,991 768,356

貸倒引当金 △109,197 △126,166

投資その他の資産合計 1,766,361 2,072,125

固定資産合計 3,681,359 4,028,855

資産合計 13,941,781 13,036,561



（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 1,610,697 1,709,920

短期借入金 5,078,010 3,569,940

未払法人税等 133,328 125,766

賞与引当金 178,436 241,554

その他の引当金 21,450 15,191

その他 1,687,569 1,501,656

流動負債合計 8,709,491 7,164,029

固定負債   

退職給付引当金 185,584 178,690

その他の引当金 19,988 21,125

その他 199,686 271,412

固定負債合計 405,259 471,227

負債合計 9,114,751 7,635,257

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,914 1,000,914

資本剰余金 645,678 645,770

利益剰余金 3,902,387 3,943,965

自己株式 △300,898 △45,641

株主資本合計 5,248,082 5,545,009

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △89,256 46,401

繰延ヘッジ損益 △199,622 △117,122

土地再評価差額金 53,080 53,080

為替換算調整勘定 △469,992 △373,960

評価・換算差額等合計 △705,791 △391,601

新株予約権 29,300 15,636

少数株主持分 255,439 232,260

純資産合計 4,827,030 5,401,304

負債純資産合計 13,941,781 13,036,561



（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 25,559,522

売上原価 19,768,024

売上総利益 5,791,497

販売費及び一般管理費  

販売費 959,212

一般管理費 4,228,629

販売費及び一般管理費合計 5,187,842

営業利益 603,655

営業外収益  

受取利息 6,526

受取配当金 15,163

為替差益 43,104

持分法による投資利益 47,140

その他 23,996

営業外収益合計 135,930

営業外費用  

支払利息 69,024

デリバティブ評価損 43,174

その他 2,243

営業外費用合計 114,441

経常利益 625,144

特別利益  

固定資産売却益 202,234

受取立退料 22,300

その他 4,346

特別利益合計 228,880

特別損失  

固定資産売却損 53

固定資産除却損 4,617

投資有価証券評価損 42,304

その他 2,330

特別損失合計 49,305

税金等調整前四半期純利益 804,719

法人税、住民税及び事業税 221,640

法人税等調整額 292,367

法人税等合計 514,007

少数株主利益 65,638

四半期純利益 225,073



（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 804,719

減価償却費 148,086

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,772

賞与引当金の増減額（△は減少） △56,715

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,524

受取利息及び受取配当金 △21,689

持分法による投資損益（△は益） △31,816

支払利息 69,024

固定資産除却損 4,617

固定資産売却損益（△は益） △202,180

投資有価証券売却損益（△は益） △696

投資有価証券評価損益（△は益） 42,304

売上債権の増減額（△は増加） △1,243,638

たな卸資産の増減額（△は増加） △971,745

仕入債務の増減額（△は減少） 20,817

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,951

その他 39,725

小計 △1,429,388

利息及び配当金の受取額 21,689

利息の支払額 △66,616

法人税等の支払額 △213,552

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,687,867

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △107,297

貸付金の回収による収入 1,116

有形固定資産の取得による支出 △153,737

有形固定資産の売却による収入 487,819

投資有価証券の売却による収入 33,978

貸付けによる支出 △850

その他 △206,642

投資活動によるキャッシュ・フロー 54,385

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,517,160

長期借入金の返済による支出 △7,989

自己株式の取得による支出 △255,256

配当金の支払額 △126,234

少数株主からの払込みによる収入 7,999

その他 △267

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,135,414

現金及び現金同等物に係る換算差額 △56,289

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △554,357

現金及び現金同等物の期首残高 1,365,473

現金及び現金同等物の四半期末残高 811,116



　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

a. 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）

全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の金額の合計額に占める生活関連用品事業

の割合がいずれも90％を超えているため、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。

b. 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）

 
日本

（千円）

中国

（千円）

台湾

（千円）

その他

（千円）

計

（千円）

消去又は

全社　

（千円）　

連結　

（千円）　

売上高        

(1)外部顧客に対する売上高 14,175,151 8,946,784 2,230,296 207,290 25,559,522 － 25,559,522

(2)

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高
99,063 1,862,250 254,865 1,413,304 3,629,484 (3,629,484) －

 計 14,274,214 10,809,035 2,485,161 1,620,595 29,189,006 (3,629,484) 25,559,552

 
営業利益又は

営業損失(△)
442,543 92,950 △12,308 98,669 621,855 △18,199 603,655

（注）1. 国又は地域は、地理的近接度によっております。

2. 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は以下のとおりであります。

　　　その他　　　……マレーシア・フィリピン・タイ

c. 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）

 欧州 北米 その他の地域 　計

Ⅰ　海外売上高（千円） 5,884,443 3,220,557 854,531 9,959,533

Ⅱ　連結売上高（千円）    25,559,522

Ⅲ　連結売上高に占める海外売上高の

割合（％）
23.0 12.6 3.4 39.0

　（注）1. 上記海外売上高は、当社および国内子会社の輸出売上高および外国間売上高、ならびに海外子会社の売上高か

ら、日本向け売上高を控除した額の合計額（ただし、連結会社間の内部売上高を除く）となっております。

2. 国または地域の区分の方法および各区分に属する主な国または地域

(1）国または地域の区分は、地理的近接度によっております。

(2）各区分に属する主な国または地域

イ）欧州　　　　……イタリア・ドイツ・英国

ロ）北米　　　　……米国・カナダ

ハ）その他の地域……中国



（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、当第２四半期連結会計期間においてジャスダック証券取引所の自己株式取得のための固定価格取引と

して自己株式の買付けを行い、当社普通株式837,000株を総額211,761千円にて取得いたしました。その結果、当

第３四半期連結会計期間において自己株式が255,256千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において自己株式

が300,898千円となっております。



「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期連結損益計算書

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（千円）

Ⅰ　売上高 25,470,987

Ⅱ　売上原価 20,329,194

売上総利益 5,141,792

Ⅲ　販売費及び一般管理費 4,685,511

営業利益 456,281

Ⅳ　営業外収益 184,056

  受取利息 14,522

  受取配当金　 14,396

  持分法による投資利益　 107,753

  その他の営業外収益 47,383

Ⅴ　営業外費用 166,606

　支払利息 82,202

　為替差損 54,644

　その他の営業外費用 29,760

経常利益 473,731

Ⅵ　特別利益 1,990

　固定資産売却益 1,857

　その他の特別利益 133

Ⅶ　特別損失 161,012

　固定資産売却損 357

　固定資産除却損 218

　その他の特別損失 160,437

税金等調整前四半期純利益 314,709

税金費用 122,353

四半期純利益 192,355
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