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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 12,029 ― 1,252 ― 1,221 ― 716 ―

20年3月期第3四半期 10,691 △4.3 852 17.1 691 21.4 173 △51.9

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 26.93 ―

20年3月期第3四半期 6.53 ―

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 14,096 5,867 41.6 220.43
20年3月期 14,608 5,204 35.6 195.45

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  5,867百万円 20年3月期  5,204百万円

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 ― ― ― 2.00 2.00
21年3月期 ― ― ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 4.00 4.00

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 15,000 8.5 1,020 48.1 920 94.6 510 ― 19.15

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  

〔（注）詳細は、２ページ【定性的情報・財務諸表】 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ページ【定性的情報・財務諸表】 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．通期連結業績予想は、平成20年11月10日発表のとおり、修正を行っております。 
２．本資料に記載されている業績見通し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。 
３．当連結会計年度より「四半期連結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  26,708,668株 20年3月期  26,708,668株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  88,878株 20年3月期  80,290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  26,624,534株 20年3月期第3四半期  26,634,676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日本経済は、米国の金融危機に端を発する世界経済の減速を受け、設備投資や

個人消費の減退が明らかとなるなど、景気が急速に悪化してまいりました。当社グループの主要販売先である百貨店

及びチェーンストアの売上高も消費マインドの冷え込みにより、厳しい状況が続いております。

　　　このような環境下におきまして、当第3四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、高額品に対する消

費マインドの落ち込みを背景に宝飾品等の衣服装飾品は伸び悩みましたが、身回り品の販売好調により、120億29百

万円となりました。身回り品におきましては、ストール等の洋品は足許において勢いが鈍化してまいりましたものの、

累計期間では前年同期比大幅な増収となっていることに加え、パラソル、レイングッズ、帽子の販売も堅調でありま

した。

　収益面では、返品調整引当金の積み増しによる1億23百万円の引当増がありましたものの、増収要因等を主因に、

営業利益は12億52百万円、経常利益は12億21百万円となりました。固定資産売却益の計上等により特別利益を1億86

百万円計上いたしましたこと、及び、「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用に伴うたな卸資産評価損やブラン

ド改廃等に伴うたな卸資産評価損、事務所移転費用の計上等により特別損失を1億40百万円計上いたしましたことか

ら、四半期純利益につきましては、7億16百万円となりました。

 

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、前連結会計年度末と比べ5億11百万円減少して140億96百万円となりまし

た。この主な要因は、有形固定資産が売却等により18億19百万円減少したこと、現金及び預金が11億41百万円増加し

たことによるものです。

　負債合計は、前連結会計年度末と比べ11億74百万円減少して82億28百万円となりました。この主な要因は、有利子

負債が21億92百万円減少したこと、未払法人税等が3億39百万円増加したことによるものです。また純資産合計は、

前連結会計年度末と比べ6億63百万円増加して58億67百万円となりました。この主な要因は、四半期純利益を7億16百

万円計上したことによるものです。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　今後の経済情勢につきましては、世界的な景気後退による環境悪化がさらに進展するリスクが高く、日本国内にお

ける個人消費マインドも、一段と厳しい状況が続くものと予想されます。

　かかる状況を勘案いたしまして、通期の連結業績予想につきましては、平成20年11月10日に発表いたしました業績

予想から変更はありません。

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

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。

（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

　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。
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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 2,604,032 1,463,029 

受取手形及び売掛金 2,835,870 3,060,262 

商品 2,800,146 3,034,658 

原材料 82,002 86,732 

仕掛品 14,932 37,365 

その他 1,037,868 291,949 

貸倒引当金 △50,289 △54,829 

流動資産合計 9,324,562 7,919,170 

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,123,082 3,826,325 

その他（純額） 541,605 658,218 

有形固定資産合計 2,664,687 4,484,543 

無形固定資産   

のれん 287,562 335,750 

その他 40,208 38,493 

無形固定資産合計 327,771 374,243 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,367,570 1,350,039 

その他 495,249 556,109 

貸倒引当金 △92,178 △90,006 

投資その他の資産合計 1,770,642 1,816,141 

固定資産合計 4,763,100 6,674,929 

繰延資産 8,909 14,068 

資産合計 14,096,573 14,608,167 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,081,666 2,130,451 

短期借入金 87,800 1,011,573 

1年内償還予定の社債 2,000,000 1,700,000 

未払法人税等 540,564 200,764 

賞与引当金 61,067 72,135 

返品調整引当金 242,000 118,700 

その他 952,566 332,628 

流動負債合計 5,965,664 5,566,253 

固定負債   

社債 625,000 1,050,000 

長期借入金 1,175,014 2,318,641 

退職給付引当金 277,565 278,246 

役員退職慰労引当金 178,481 178,888 

その他 7,113 11,518 

固定負債合計 2,263,173 3,837,294 

負債合計 8,228,838 9,403,547 
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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 3,339,794 3,339,794 

資本剰余金 1,039,578 1,039,578 

利益剰余金 1,511,934 848,273 

自己株式 △11,575 △10,704 

株主資本合計 5,879,731 5,216,941 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,607 △1,576 

繰延ヘッジ損益 △4,282 △8,973 

為替換算調整勘定 △6,106 △1,772 

評価・換算差額等合計 △11,996 △12,321 

純資産合計 5,867,734 5,204,619 

負債純資産合計 14,096,573 14,608,167 
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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 12,029,935

売上原価 6,781,989

売上総利益 5,247,945

返品調整引当金戻入額 118,700

返品調整引当金繰入額 242,000

差引売上総利益 5,124,645

販売費及び一般管理費 3,872,091

営業利益 1,252,554

営業外収益  

受取利息 8,898

受取配当金 61

為替差益 60,584

不動産賃貸料 31,180

その他 14,988

営業外収益合計 115,713

営業外費用  

支払利息 67,730

貸与資産賃借料 47,700

その他 31,735

営業外費用合計 147,165

経常利益 1,221,102

特別利益  

固定資産売却益 168,970

その他 17,191

特別利益合計 186,162

特別損失  

たな卸資産評価損 123,057

その他 17,451

特別損失合計 140,509

税金等調整前四半期純利益 1,266,755

法人税、住民税及び事業税 605,572

法人税等調整額 △55,734

法人税等合計 549,838

四半期純利益 716,917
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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 1,266,755

減価償却費 44,248

のれん償却額 48,187

返品調整引当金の増減額（△は減少） 123,300

退職給付引当金の増減額（△は減少） △680

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △407

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,067

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,368

受取利息及び受取配当金 △8,960

支払利息 67,730

固定資産売却損益（△は益） △168,970

売上債権の増減額（△は増加） 212,576

たな卸資産の増減額（△は増加） 260,759

仕入債務の増減額（△は減少） △34,043

未払消費税等の増減額（△は減少） 149,274

その他 18,282

小計 1,964,615

利息及び配当金の受取額 7,310

利息の支払額 △47,735

法人税等の支払額 △265,352

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,658,837

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 △459,500

定期預金の払戻による収入 125,000

有形固定資産の取得による支出 △15,463

有形固定資産の売却による収入 1,970,925

敷金の差入による支出 △21,784

貸付けによる支出 △321,864

貸付金の回収による収入 131,534

その他 △4,822

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,404,025

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） △856,739

長期借入れによる収入 200,000

長期借入金の返済による支出 △1,410,661

社債の償還による支出 △125,000

自己株式の取得による支出 △871

配当金の支払額 △53,256

その他 △4,277

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,250,805

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,554

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 806,502

現金及び現金同等物の期首残高 1,463,029

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,269,532
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（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

〔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）

衣服装飾品
（千円）

身回り品
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

　売上高      

　外部顧客に対する売上高 2,445,758 9,584,176 12,029,935 － 12,029,935

　計 2,445,758 9,584,176 12,029,935 － 12,029,935

営業利益 490,864 948,024 1,438,888 (186,334) 1,252,554

〔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）

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 11,805,797 224,137 12,029,935 － 12,029,935

（2）セグメント間の内部売上

　　 高又は振替高
－ 1,666,769 1,666,769 (1,666,769) －

　計 11,805,797 1,890,907 13,696,704 (1,666,769) 12,029,935

営業利益 1,215,433 36,826 1,252,259 295 1,252,554

 

〔海外売上高〕

　当第３四半期連結累計期間（平成20年４月１日～12月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、当該事項の記載を省略しております。

（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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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年3月期第3四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 10,691,751

Ⅱ　売上原価 6,020,723

売上総利益 4,671,028

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,818,997

営業利益 852,030

Ⅳ　営業外収益 75,620

Ⅴ　営業外費用 236,583

経常利益 691,067

Ⅵ　特別利益 －

Ⅶ　特別損失 249,570

税金等調整前四半期純利益 441,496

法人税、住民税及び事業税 267,575

四半期純利益 173,921
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（２）（要約）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（千円）

Ⅰ　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　 441,496

　減価償却費 51,318

　のれん償却 48,187

社債発行費償却　 6,944

　返品調整引当金の増加額 13,032

　退職給付引当金の減少額 △37,172

　役員退職慰労引当金の増加額 173,456

　賞与引当金の減少額 △92,160

　貸倒引当金の減少額 △10,233

　受取利息及び受取配当金 △2,752

　支払利息 94,652

　有形固定資産除却損 241

　退職給付制度改定損失 25,826

　売上債権の減少額 258,795

　たな卸資産の減少額 28,604

　前渡金の減少額 4,748

　仕入債務の増加額 29,452

　未払消費税の増加額 126,264

　その他 △29,930

小計 1,130,772

　利息及び配当金の受取額 10,275

　利息の支払額 △77,558

　法人税等の支払額 △45,768

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,017,721

Ⅱ　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 △2,213

　連結範囲の変更に伴う子会社株式の取得 △154,165

固定資産の取得による支出 △241,833

　長期前払費用による支出 △5,741

　敷金保証金の支出 △176,576

　敷金保証金の返還による収入 1,457,992

　貸付金の増減額 328,621

　その他 △5,103

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,200,978
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前年同四半期
(平成20年３月期第３四半期)

区分 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　短期借入金の純減少額 △324,261

　長期借入金の増減額 △1,550,232

　配当金の支払額 △53,278

　その他 △4,689

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,932,461

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △774

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額 285,463

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 1,759,659

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 2,045,123
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

衣服装飾品
（千円）

身回り品
（千円）

計（千円）
消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ　売上高及び営業損益      

　売上高      

　外部顧客に対する売上高 2,774,208 7,917,543 10,691,751 － 10,691,751

　計 2,774,208 7,917,543 10,691,751 － 10,691,751

営業費用 2,277,746 7,385,294 9,663,041 176,679 9,839,720

営業利益 496,461 532,249 1,028,710 (176,679) 852,030

〔所在地別セグメント情報〕

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

所在地セグメント情報を作成していなかったため、当該事項の記載を省略しております。

〔海外売上高〕

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、当該事項の記載を省略しております。
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