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1.  21年3月期の業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期 10,324 △7.5 △8 ― △36 ― △122 ―
20年3月期 11,165 △7.6 186 23.3 146 7.4 57 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年3月期 △14.88 ― △5.0 △0.5 △0.1
20年3月期 6.94 ― 2.2 1.9 1.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3月期  ―百万円

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 6,940 2,289 33.0 277.74
20年3月期 7,551 2,575 34.1 312.23

（参考） 自己資本   21年3月期  2,289百万円 20年3月期  2,575百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 355 △314 △339 995
20年3月期 294 △0 3 1,293

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（年間） 配当性向

純資産配当
率（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 百万円 ％ ％

20年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 41 72.0 1.6
21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想）
― 0.00 ― 3.00 3.00 41.2

3.  22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
累計期間

5,100 △2.1 100 318.6 80 ― 28 ― 3.40

通期 10,000 △3.1 200 ― 170 ― 60 ― 7.28



4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

（注）詳細は、15ページ「重要な会計方針」をご覧下さい。 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、26ページ「１株当たり情報」をご覧下さい。 

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 8,272,500株 20年3月期 8,272,500株
② 期末自己株式数 21年3月期  28,041株 20年3月期  24,708株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（注）上記の業績予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における
仮定を前提としています。実際の業績は、今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
なお、上記予想に関する事項は添付資料の３ページを参照して下さい。 









４．財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 ※1  1,503,358 ※1  1,214,538

売掛金 277,019 210,711

商品 1,379,302 －

商品及び製品 － 1,192,235

前渡金 9,814 13,386

前払費用 13,229 12,538

繰延税金資産 102,495 122,624

未収収益 377 348

未収入金 54,574 51,973

預け金 288,682 320,122

その他 58,901 55,789

貸倒引当金 △1,340 △870

流動資産合計 3,686,415 3,193,398

固定資産   

有形固定資産   

建物 3,200,833 3,258,871

減価償却累計額 △2,096,913 △2,173,093

建物（純額） ※1, ※2  1,103,919 ※1, ※2  1,085,778

構築物 61,504 61,894

減価償却累計額 △54,663 △55,641

構築物（純額） ※2  6,840 ※2  6,253

工具、器具及び備品 694,399 713,766

減価償却累計額 △608,667 △617,188

工具、器具及び備品（純額） 85,731 96,577

土地 ※1  777,494 ※1  777,494

有形固定資産合計 1,973,985 1,966,103

無形固定資産   

ソフトウエア 16,407 16,350

電話加入権 18,113 17,969

無形固定資産合計 34,520 34,320

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  559,577 ※1  353,837

長期預金 120,000 120,000

出資金 1,520 520

破産債権更生債権等 42,109 33,346

長期前払費用 24,236 15,455

繰延税金資産 112,738 225,311

差入保証金 ※1  884,033 ※1  894,816



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

退職積立保険金 70,243 47,118

その他 92,673 97,132

貸倒引当金 △50,222 △40,580

投資その他の資産合計 1,856,910 1,746,959

固定資産合計 3,865,416 3,747,382

資産合計 7,551,832 6,940,781

負債の部   

流動負債   

支払手形 66,904 52,448

買掛金 640,718 571,271

短期借入金 ※1  600,000 ※1  632,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  896,880 ※1  1,088,274

未払金 153,701 113,124

未払費用 86,411 83,155

未払法人税等 61,400 27,673

未払消費税等 2,597 14,487

前受金 324,104 381,978

預り金 25,371 25,969

賞与引当金 63,000 58,000

前受収益 － 36,354

流動負債合計 2,921,089 3,084,738

固定負債   

長期借入金 ※1  1,680,910 ※1  1,160,040

長期未払金 1,000 500

退職給付引当金 141,447 144,277

役員退職慰労引当金 230,500 223,380

受入保証金 1,700 1,700

長期前受収益 － 36,354

固定負債合計 2,055,557 1,566,252

負債合計 4,976,646 4,650,990



（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 957,000 957,000

資本剰余金   

資本準備金 985,352 985,352

資本剰余金合計 985,352 985,352

利益剰余金   

利益準備金 158,300 158,300

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金 20,785 19,600

別途積立金 150,000 150,000

繰越利益剰余金 131,504 △31,214

利益剰余金合計 460,589 296,686

自己株式 △4,127 △4,526

株主資本合計 2,398,813 2,234,511

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 176,371 55,279

評価・換算差額等合計 176,371 55,279

純資産合計 2,575,185 2,289,791

負債純資産合計 7,551,832 6,940,781



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高   

商品売上高 7,191,688 6,144,339

その他の営業収益 3,973,987 4,180,336

売上高合計 11,165,675 10,324,676

売上原価   

商品売上原価   

商品期首たな卸高 1,369,118 1,379,302

当期商品仕入高 5,177,020 4,233,858

合計 6,546,139 5,613,160

商品期末たな卸高 1,379,302 1,192,235

商品売上原価 5,166,837 4,420,924

その他営業原価 2,030,363 2,095,825

売上原価合計 7,197,200 6,516,750

売上総利益 3,968,475 3,807,925

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 141,502 148,522

荷造運賃 46,566 47,133

消耗品費 105,000 96,783

役員報酬 101,220 92,300

給料及び手当 1,245,572 1,281,988

賞与引当金繰入額 63,000 58,000

退職給付費用 46,380 21,877

役員退職慰労引当金繰入額 12,200 10,760

福利厚生費 265,223 260,571

通信交通費 92,435 88,337

賃借料 917,952 928,722

建物管理費 326,595 343,105

減価償却費 169,016 199,826

その他 248,934 238,289

販売費及び一般管理費合計 3,781,601 3,816,218

営業利益又は営業損失（△） 186,873 △8,293

営業外収益   

受取利息 2,351 2,381

受取配当金 8,436 6,319

受取協賛金 1,041 1,113

受取手数料 9,100 11,762

保険解約返戻金 － 5,871

雑収入 4,751 7,823

営業外収益合計 25,680 35,272



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業外費用   

支払利息 63,137 62,391

雑損失 2,439 1,021

営業外費用合計 65,577 63,412

経常利益又は経常損失（△） 146,976 △36,433

特別利益   

固定資産売却益 ※1  7,876 ※1  3,373

投資有価証券売却益 9,828 －

貸倒引当金戻入額 2,014 1,779

移転補償金 9,001 －

特別利益合計 28,721 5,152

特別損失   

固定資産除却損 ※2  14,715 ※2  12,769

固定資産売却損 － 140

減損損失 ※3  796 ※3  55,940

賃貸借契約解約損 10,692 34,426

その他 1,500 2,216

特別損失合計 27,705 105,494

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 147,993 △136,774

法人税、住民税及び事業税 81,857 36,166

法人税等調整額 8,923 △50,277

法人税等合計 90,781 △14,110

当期純利益又は当期純損失（△） 57,212 △122,664



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 957,000 957,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 957,000 957,000

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 985,352 985,352

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 985,352 985,352

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 158,300 158,300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 158,300 158,300

その他利益剰余金   

固定資産圧縮積立金   

前期末残高 22,041 20,785

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 △1,256 △1,184

当期変動額合計 △1,256 △1,184

当期末残高 20,785 19,600

別途積立金   

前期末残高 350,000 150,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 △200,000 －

当期変動額合計 △200,000 －

当期末残高 150,000 150,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 △85,707 131,504

当期変動額   

固定資産圧縮積立金の取崩 1,256 1,184

別途積立金の取崩 200,000 －

剰余金の配当 △41,256 △41,238

当期純利益又は当期純損失（△） 57,212 △122,664

当期変動額合計 217,211 △162,718

当期末残高 131,504 △31,214



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △3,544 △4,127

当期変動額   

自己株式の取得 △582 △399

当期変動額合計 △582 △399

当期末残高 △4,127 △4,526

株主資本合計   

前期末残高 2,383,441 2,398,813

当期変動額   

剰余金の配当 △41,256 △41,238

当期純利益又は当期純損失（△） 57,212 △122,664

自己株式の取得 △582 △399

当期変動額合計 15,372 △164,302

当期末残高 2,398,813 2,234,511

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 252,490 176,371

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △76,119 △121,091

当期変動額合計 △76,119 △121,091

当期末残高 176,371 55,279



（４）キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 147,993 △136,774

減価償却費 169,016 199,826

減損損失 796 55,940

賞与引当金の増減額（△は減少） 3,000 △5,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,501 2,830

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,200 △7,120

受取利息及び受取配当金 △10,787 △8,701

支払利息 63,137 62,391

固定資産売却損益（△は益） △7,876 △3,373

固定資産除却損 14,715 12,769

投資有価証券売却損益（△は益） △9,828 －

売上債権の増減額（△は増加） 67,565 66,307

差入保証金の増減額（△は増加） △16,368 △10,782

たな卸資産の増減額（△は増加） △10,183 187,066

仕入債務の増減額（△は減少） △158,176 △83,902

その他の流動資産の増減額（△は増加） 144,847 △28,928

その他の流動負債の増減額（△は減少） － 100,223

その他の固定負債の増減額（△は減少） － 36,354

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,329 11,889

その他 24,138 25,647

小計 417,359 476,664

利息及び配当金の受取額 10,663 8,730

利息の支払額 △57,230 △58,981

法人税等の支払額 △75,925 △70,836

営業活動によるキャッシュ・フロー 294,867 355,576

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 △93,601 △93,601

定期預金の払戻による収入 84,000 84,000

有形固定資産の取得による支出 △125,794 △293,253

有形固定資産の売却による収入 11,225 5,413

投資有価証券の売却による収入 117,284 －

その他 6,469 △17,542

投資活動によるキャッシュ・フロー △415 △314,984



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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） △32,000 32,000

長期借入れによる収入 900,000 600,000

長期借入金の返済による支出 △822,994 △929,476

配当金の支払額 △41,116 △41,138

その他 △582 △399

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,307 △339,013

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 297,758 △298,420

現金及び現金同等物の期首残高 995,993 1,293,752

現金及び現金同等物の期末残高 ※  1,293,752 ※  995,331
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