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（修正・数値データ修正あり） 

平成 21 年３月期 第３四半期決算短信の一部修正に関するお知らせ 

 

 

平成 21 年２月 12 日に発表いたしました「平成 21 年３月期第３四半期決算短信」を下記の理由に基づき修

正いたします。 

記 

 

1. 修正の経緯および理由 
当社におきましては、平成 21 年２月 12 日に通期業績予想の修正を公表いたしましたが、不採算店の

整理をさらに進めることを決議し、平成 21 年３月期第３四半期決算において店舗閉鎖損失引当金を追加
計上することといたしました。これに伴い、平成 21年３月期第３四半期の連結財務諸表を修正いたしま
した。 

なお、平成 21 年２月 12 日に発表いたしました通期業績予想に修正はございません。 
 
2．修正箇所 
１ページ 

＜訂正前＞ 
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） 

(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 45,567 ― 419 ― 195 ― △ 759 ― 

20 年 3 月期第 3 四半期 49,403 △ 3.7 3,785 △ 40.3 4,365 △ 35.2 2,286 △ 43.5

                  

  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 △ 14.75 ―     

20 年 3 月期第 3 四半期 43.76 43.76     

 
＜訂正後＞ 

(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 45,567 ― 419 ― 195 ― △ 1,390 ― 

20 年 3 月期第 3 四半期 49,403 △ 3.7 3,785 △ 40.3 4,365 △ 35.2 2,286 △ 43.5

                  

  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 △ 27.00 ―     

20 年 3 月期第 3 四半期 43.76 43.76     



＜訂正前＞ 

(2)連結財政状態           

  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 56,690 48,223 84.6 930.97

20 年 3 月期 60,726 52,415 85.8 1,011.05

（参考） 自己資本  21 年 3 月期第 3 四半期 47,948 百万円 20 年 3 月期 52,074 百万円       

 
＜訂正後＞ 

(2)連結財政状態           

  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 56,977 47,592 83.0 918.72

20 年 3 月期 60,726 52,415 85.8 1,011.05

（参考） 自己資本  21 年 3 月期第 3 四半期 47,317 百万円 20 年 3 月期 52,074 百万円       

 
 
２ページ 定性的情報・財務諸表 
１.連結経営成績に関する定性的情報 
＜訂正前＞ 以上の結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、売上高 45,567 百万円、営業利益

419 百万円、経常利益 195 百万円、四半期純損失 759 百万円となりました。 
＜訂正後＞ 以上の結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、売上高 45,567 百万円、営業利益

419 百万円、経常利益 195 百万円、四半期純損失 1,390 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 

（資産、負債および純資産の状況） 
＜訂正前＞ 総資産は前連結会計年度末に比べ 4,036 百万円減少して、56,690 百万円となりました。これ

は主に流動資産における現金及び預金が 2,440 百万円減少したことと、有価証券が 3,037 百
万円減少したことによるものです。 
負債は前連結会計年度末に比べ 155 百万円増加して、8,466 百万円となりました。これは主
に流動負債における未払金 375 百万円および、預り金 385 百万円の増加と賞与引当金 716 百
万円の減少によるものです。 
純資産は前連結会計年度末に比べ 4,191 百万円減少して、48,223 百万円となりました。これ
は主に株主資本における利益剰余金の減少によるものです。 

＜訂正後＞ 総資産は前連結会計年度末に比べ 3,749 百万円減少して、56,977 百万円となりました。これ
は主に流動資産における現金及び預金が 2,440 百万円減少したことと、有価証券が 3,037 百
万円減少したことによるものです。 
負債は前連結会計年度末に比べ 1,073 百万円増加して、9,384 百万円となりました。これは
主に固定負債における店舗閉鎖損失引当金 1,083 百万円の増加によるものです。 
純資産は前連結会計年度末に比べ 4,822 百万円減少して、47,592 百万円となりました。これ
は主に株主資本における利益剰余金の減少によるものです。 

（キャッシュ・フローの状況） 
＜訂正前＞ 営業活動の結果得られた資金は 31 百万円となりました。これは主に、賞与引当金 798 百万円 

と棚卸資産 841 百万円の減少があったものの、減価償却費 1,142 百万円と減損損失 451 百万
円があったためです。 

＜訂正後＞ 営業活動の結果得られた資金は 31 百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純
損失 1,442 百万円とたな卸資産 841 百万円の増加があったものの、減価償却費 1,142 百万円
と店舗閉鎖損失引当金 1,198 百万円の増加があったためです。 

 
３ページ 

３.連結業績予想に関する定性的情報 
＜訂正前＞ このような状況を鑑み、連結業績および単体業績につきまして、平成 20 年８月 13 日に公表

いたしました業績予想を、本日（平成 21 年２月 12 日）のリリースのとおり修正いたしまし
た。 

＜訂正後＞ このような状況を鑑み、連結業績および単体業績につきまして、平成 20 年８月 13 日に公表
いたしました業績予想を、平成 21 年２月 12 日のリリースのとおり修正いたしました。 

    
 



４ページ、５ページ、６ページ、７ページ  

     （単位：百万円）

項   目 修正前 修正後 差 額 

四半期連結貸借対照表       

 流動資産       

   その他 3,566 3,853 287

   流動資産合計 36,122 36,409 287

 資産合計 56,690 56,977 287

 流動負債       

   未払法人税等 347 204 △ 143

   流動負債合計 7,900 7,757 △ 143

 固定負債       

   店舗閉鎖損失引当金 162 1,223 1,061

   固定負債合計 566 1,627 1,061

 負債合計 8,466 9,384 918

 株主資本       

   利益剰余金 43,598 42,967 △ 631

   株主資本合計 47,939 47,308 △ 631

 純資産合計 48,223 47,592 △ 631

 負債純資産合計 56,690 56,977 287

四半期連結損益計算書       

 （第３四半期連結累計期間）       

 特別損失       

   店舗閉鎖損失引当金繰入額 137 1,198 1,061

   特別損失合計 724 1,785 1,061

 税金等調整前四半期純損失（△） △ 381 △ 1,442 △ 1,061

 法人税等 423 △ 6 △ 429

 四半期純損失（△） △ 759 △ 1,390 △ 631

四半期連結キャッシュ・フロー計算書       

 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損失（△） △ 381 △ 1,442 △ 1,061

   店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 137 1,198 1,061

 



平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年2月14日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 三城 上場取引所 東 

コード番号 7455 URL http://www.paris-miki.co.jp/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 多根 裕詞

問合せ先責任者 （役職名） IRチーフ （氏名） 磯野 昌彦 TEL 03-6252-3874

四半期報告書提出予定日 平成21年2月16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 45,567 ― 419 ― 195 ― △1,390 ―

20年3月期第3四半期 49,403 △3.7 3,785 △40.3 4,365 △35.2 2,286 △43.5

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 △27.00 ―

20年3月期第3四半期 43.76 43.76

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 56,977 47,592 83.0 918.72
20年3月期 60,726 52,415 85.8 1,011.05

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  47,317百万円 20年3月期  52,074百万円

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 ― 31.50 ― 31.50 63.00
21年3月期 ― 15.75 ― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ――― 15.75 31.50

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 57,692 △9.7 △825 ― △978 ― △3,271 ― △63.52

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）  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。  

(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．上記の業績予想は、現時点で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り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 1 社 （社名 PARIS MIKI (INTERNATIONAL)SA ）

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  56,057,474株 20年3月期  56,057,474株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  4,553,817株 20年3月期  4,552,188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  51,504,766株 20年3月期第3四半期  52,261,374株



当第３四半期連結累計期間におきましては、世界的な不況感が続いており、国内におきましても先行きの不安感

から生活防衛意識は益々高くなっているとみられます。 

小売業界全体の 大の書き入れ時である年末商戦も大変厳しいものがあり、当社グループにおきましても販売促

進の効果は得られず苦戦しました。 

そのような状況下におきましても、改革・改善に向けた方向性に変わりはなく、当期期初から進めております不

採算店の閉鎖や移転を計画的に行い、短期的な目線ではなく将来的に筋肉質になるための足固めの時期と捉え、前

向きに取組んでまいりました。なお、当期計画値であります国内退店60店舗、新店35店舗はほぼ予定通りの進捗状

況であります。 

営業施策につきましては、お客様のご要望に応えるため10月より新たな価格ラインを設定いたしました。店舗内

の一部導入のため確実な結果は出ておりませんが、この経験を踏まえ、今後さらに分かりやすくシンプルな提案が

できるよう検討しております。 

海外事業につきましては、世界的不況の上、円高の影響もあり全般的に厳しい結果となりました。オーストラリ

ア法人が前年同期間と比較し減益となったほか、利益を確保しているアジアの法人も為替の影響等により、伸びは

見られませんでした。また、主に投資運用を行っておりますスイス法人が株式市場低迷の影響により、保有する有

価証券について損失を被るなどマイナスの要素が多くなり、海外法人合計は減益となっております。しかしなが

ら、韓国のDIANE OPTICAL INC.の業績は順調に推移し、売上、利益共に貢献しております。 

なお、スイス法人につきましては、経済情勢の変動によるリスクを考え、スイス法人の株式全部を譲渡すること

を取締役会にて決議し、14,740千スイスフラン（1,168百万円）で譲渡いたしました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、売上高45,567百万円、営業利益419百万円、経常利益 

195百万円、四半期純損失1,390百万円となりました。 

  

所在地別セグメントは、①日本（国内）における売上高40,654百万円、営業利益431百万円、②その他の地域（国

内以外）における売上高5,394百万円、営業損失6百万円となりました。 

   

  

（資産、負債および純資産の状況）  

総資産は前連結会計年度末に比べ3,749百万円減少して、56,977百万円となりました。これは主に流動資産におけ

る現金及び預金が2,440百万円減少したことと、有価証券が3,037百万円減少したことによるものです。 

負債は前連結会計年度末に比べ1,073百万円増加して、9,384百万円となりました。これは主に固定負債における

店舗閉鎖損失引当金1,083百万円の増加によるものです。              

純資産は前連結会計年度末に比べ4,822百万円減少して、47,592百万円となりました。これは主に株主資本におけ

る利益剰余金の減少によるものです。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四半期連結累計期間における現金および現金同等物（以下「資金」という。）は18,460百万円となりまし

た。 

 営業活動の結果得られた資金は31百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失1,442百万円とた

な卸資産841百万円の増加があったものの、減価償却費1,142百万円と店舗閉鎖損失引当金1,198百万円の増加があっ

たためです。 

 投資活動の結果得られた資金は190百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出1,425百万円

と敷金及び保証金の支出326百万円があったものの、子会社売却による収入1,142百万円と敷金保証金の回収796百万

円があったためです。 

 財務活動の結果使用した資金は2,373百万円となりました。これは主に配当金の支払2,372百万円によるもので

す。   

  

  

 当第３四半期累計期間における連結業績におきましては、世界的な経済の低迷やそれに伴う金融不安の影響によ

り海外子会社の業績が厳しい結果となり、また主に投資運用を行っておりますスイス法人が株式市場低迷の影響に

より、保有する有価証券について損失を被ったほか、国内におきましても景気後退の深刻化や個人消費の伸び悩み

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

３．連結業績予想に関する定性的情報 



など、売上高、客数の減少に回復傾向が見られず大変厳しい状況となっております。 

 このような状況を鑑み、連結業績および単体業績につきまして、平成20年８月13日に公表いたしました業績予想

を、平成21年２月12日のリリースのとおり修正いたしました。 

 なお、純粋持株会社への来期移行に向けて、この厳しい状況を千載一遇の好機ととらえ、既存事業の整備ととも

に新たな事業分野への展開を推進する所存です。 

   

※修正予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、今後様々な要因により当該予

想数値と異なる可能性があります。今後も市場の動向および当社方針の変更により予想数値に修正が生じる場合は

速やかに開示するよう努めてまいります。 

  

  

  

（主要な関係会社の異動） 

連結除外： PARIS MIKI(INTERNATIONAL)SA 

上記１社は、平成20年11月28日付で、当社が所有する株式をすべて売却したため、子会社ではなくなりました。

  

   

 税金費用については、当第3四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計 

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実績率を乗じて計算しております。 

 なお、法人税等調整額は法人税等に含めて表示しております。  

  

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） 

（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 

（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「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 

  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）を適用しております。なお、これによる当第3四半期連結累計期間 

の損益に与える影響はありません。  

  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 18,168 20,609

売掛金 2,482 2,767

有価証券 608 3,646

商品 9,095 8,487

貯蔵品 914 894

繰延税金資産 1,315 1,315

その他 3,853 1,254

貸倒引当金 △30 △30

流動資産合計 36,409 38,944

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,367 4,522

工具、器具及び備品（純額） 1,872 2,178

土地 1,051 1,051

建設仮勘定 136 68

その他（純額） 19 23

有形固定資産合計 7,446 7,845

無形固定資産 567 603

投資その他の資産   

敷金及び保証金 10,515 11,153

建設協力金 1,038 1,186

その他 1,010 1,004

貸倒引当金 △11 △11

投資その他の資産合計 12,554 13,332

固定資産合計 20,568 21,782

資産合計 56,977 60,726



（単位：百万円）

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 2,496 2,443

未払金 2,727 2,352

未払法人税等 204 127

賞与引当金 683 1,399

その他 1,645 1,389

流動負債合計 7,757 7,712

固定負債   

退職給付引当金 25 25

役員退職慰労引当金 20 51

店舗閉鎖損失引当金 1,223 140

その他 357 382

固定負債合計 1,627 599

負債合計 9,384 8,311

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,901 5,901

資本剰余金 6,829 6,829

利益剰余金 42,967 46,745

自己株式 △8,389 △8,387

株主資本合計 47,308 51,088

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11 22

為替換算調整勘定 △2 963

評価・換算差額等合計 8 986

少数株主持分 275 341

純資産合計 47,592 52,415

負債純資産合計 56,977 60,726



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 45,567

売上原価 14,111

売上総利益 31,456

販売費及び一般管理費 31,037

営業利益 419

営業外収益  

受取利息 94

受取賃貸料 55

有価証券運用関係収益 183

商品材料処分益 78

その他 141

営業外収益合計 553

営業外費用  

支払利息 2

有価証券運用損 340

為替差損 372

その他 61

営業外費用合計 776

経常利益 195

特別利益  

子会社株式売却益 147

特別利益合計 147

特別損失  

固定資産除売却損 96

減損損失 451

店舗閉鎖損失引当金繰入額 1,198

役員退職慰労金 12

その他 26

特別損失合計 1,785

税金等調整前四半期純損失（△） △1,442

法人税等 △6

法人税等還付税額 △54

少数株主利益 9

四半期純損失（△） △1,390



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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損失（△） △1,442

減価償却費及びその他の償却費 1,142

減損損失 451

賞与引当金の増減額（△は減少） △798

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △31

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 1,198

受取利息及び受取配当金 △103

支払利息 2

為替差損益（△は益） 372

子会社株式売却損益（△は益） △147

有価証券運用損益（△は益） 340

有形固定資産除売却損益（△は益） 96

売上債権の増減額（△は増加） △46

たな卸資産の増減額（△は増加） △841

その他の資産の増減額（△は増加） △250

仕入債務の増減額（△は減少） 251

その他の負債の増減額（△は減少） 551

その他 △88

小計 658

利息及び配当金の受取額 103

利息の支払額 △2

法人税等の支払額 △956

法人税等の還付額 228

営業活動によるキャッシュ・フロー 31

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 △1,425

有価証券及び投資有価証券の取得による支出 △134

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

1,142

敷金及び保証金の差入による支出 △326

敷金及び保証金の回収による収入 796

建設協力金の回収による収入 149

その他 △12

投資活動によるキャッシュ・フロー 190

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の純増減額（△は増加） △1

配当金の支払額 △2,372

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,373

現金及び現金同等物に係る換算差額 △237

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,389

現金及び現金同等物の期首残高 20,850

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,460



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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）  

 当社グループの主たる事業は、眼鏡等の販売を目的とした専門店チェーンストアの経営であり、当該事業に係

る売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額の90％を超えており

ます。しがたって、セグメント情報は、その記載を省略しております。  

  

 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） 

        (注）1.国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

       2.「その他の地域」の区分に属する主な国又は地域 

         アジア、欧州、オーストラリア  

  

  

 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） 

 (注）1.国又は地域は、地理的接近度により区分しております。 

    2.国又は地域別に区分した場合の海外売上高は、連結売上高の10％未満のため、「その他の地域」 

     として一括して記載しております。 

    3.「その他の地域」の区分に属する主な国又は地域 

      アジア、欧州、オーストラリア 

    4.海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

     

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

  
  日本 

(百万円）  

 その他の地域

 （百万円） 

 計 

 （百万円） 

  消去又は会社 

 （百万円）  

  連結 

（百万円）  

 売上高 

 (1）外部顧客に対する売上高 

       

      

     40,313

    

     

         5,254

  

     

       45,567

   

  

             －

   

      

       45,567

 （2）セグメント間の内部売上高 

    又は振替高 
       341         139         480        △480         －

 計       40,654       5,394       46,048         △480      45,567

 営業費用       40,222       5,400      45,623        △475      45,148

 営業利益又は営業損失（△）          431        △6          424          △5          419

〔海外売上高〕 

   その他の地域 計 

 Ⅰ海外売上高(百万円）           5,464                    5,464

 Ⅱ連結売上高（百万円）               －                   45,567

 Ⅲ連結売上に占める海外売上高の割合（％）                     12.0                     12.0

（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。 

  



「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 

  

  

  

 前第３四半期連結会計期間 

    （自 平成19年４月１日 

  至 平成19年12月31日）  

 区分  金額（百万円）
百分比
（％）  

Ⅰ 売上高  49,403  100.0

Ⅱ 売上原価  14,475  29.3

 売上総利益  34,927  70.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費  31,142  63.0

 営業利益  3,785  7.7

Ⅳ 営業外収益  614  1.2

Ⅴ 営業外費用  34  0.1

 経常利益  4,365  8.8

Ⅵ 特別利益  72  0.1

Ⅶ 特別損失  168  0.3

   税金等調整前四半期純利益   4,269  8.6

   法人税、住民税及び事業税  1,969  4.0

   少数株主利益  13  0.0

   四半期純利益  2,286  4.6



  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前第３四半期連結会計期間 
（自 平成19年４月１日 

   至  平成19年12月31日） 

区分 金額（百万円）

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  4,269
 減価償却費及びその他の償却費  1,086
 減損損失  19
 貸倒引当金の増減額（減少：△）  △0

 賞与引当金の増減額（減少：△）  △759

 役員賞与引当金の増減額(減少：△）  △4

 退職給付引当金の増減額(減少：△）  1
 役員退職慰労引当金の増減額（減少：△）  46
 受取利息及び受取配当金  △91

 支払利息  0
 その他営業外損益（利益：△）  △200

 為替差損益（差益：△）  △11

 投資有価証券売却損益（売却益：△）  △72

 有形固定資産除売却損  59
 その他特別損益（利益：△）  1
 売上債権の増減額（増加：△）  △406

 たな卸資産の増減額（増加：△）  △51

 その他資産の増減額（増加：△）  △282

 仕入債務の増減額（減少：△）  362
 その他負債の増減額（減少：△）  △167

小計  3,799
 利息及び配当金の受取額  91
 利息の支払額  △0
 法人税等の支払額  △3,198

営業活動によるキャッシュ・フロー  692
Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

 定期預金の払い戻しによる収入  10
 有形固定資産の取得による支出  △1,563

 有価証券及び投資有価証券の取得による支出  △939

 有価証券及び投資有価証券の売却等による収入  1,510
 関係会社株式の取得による支出  △424

 長期貸付けによる支出  △21

 長期貸付金の回収による収入  47
 敷金及び保証金の支出  △113

 敷金及び保証金の回収による収入  493
 建設協力金の支出  △10

 建設協力金の回収による収入  166
 その他収支  △162

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,007

Ⅲ 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（減少：△）  111
 自己株式の売却・取得（純額）  △1,644
 配当金の支払額  △3,149

財務活動によるキャッシュ・フロー  △4,682

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  38
Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△）  △4,959

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  26,695

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  21,735
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