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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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 232,532 6.6 14,841 6.1 15,127 6.3 8,918 15.7
20年3月期 218,133 10.3 13,989 9.7 14,232 9.8 7,706 2.9

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 141.51 ― 15.3 16.2 6.4
20年3月期 122.21 ― 14.9 17.1 6.4

（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 98,997 61,770 62.4 980.12
20年3月期 87,623 54,656 62.4 867.23

（参考） 自己資本   21年3月期  61,770百万円 20年3月期  54,656百万円

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 10,227 △4,541 △1,763 20,155
20年3月期 10,464 △4,055 △1,844 16,233

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
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 ― 12.00 ― 14.00 26.00 1,638 21.3 2.9
21年3月期 ― 14.00 ― 15.00 29.00 1,827 20.5 3.1
22年3月期 

（予想）
― 15.00 ― 15.00 30.00 20.3

3.  22年3月期の連結業績予想（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2四半期連結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 
連結累計期間

122,610 5.8 7,460 2.9 7,600 2.8 4,380 3.8 69.50

通期 251,900 8.3 15,770 6.3 16,100 6.4 9,300 4.3 147.56



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

注)詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」及び20ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更」並びに21ページ「表示方法の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）１株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、33ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

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 67,165,592株 20年3月期 67,165,592株
② 期末自己株式数 21年3月期  4,141,695株 20年3月期  4,141,493株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

営業収益 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 229,298 6.2 14,558 5.3 14,865 5.6 8,765 14.8
20年3月期 215,903 10.0 13,825 9.0 14,084 9.1 7,637 2.4

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
円 銭 円 銭

21年3月期 139.09 ―
20年3月期 121.12 ―

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 98,379 61,787 62.8 980.39
20年3月期 87,178 54,826 62.9 869.92

（参考） 自己資本 21年3月期  61,787百万円 20年3月期  54,826百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（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）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づいて作成しております。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。なお、業績予想に関する事項等につきましては、本資料の４ページを参照してください。 

営業収益 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

121,050 5.9 7,380 3.0 7,530 2.9 4,350 3.9 69.02

通期 248,520 8.4 15,480 6.3 15,830 6.5 9,150 4.4 145.18
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 16,233 20,155

売掛金 7,183 8,402

たな卸資産 20,462 －

商品 － 23,094

原材料及び貯蔵品 － 48

繰延税金資産 1,066 1,209

未収入金 6,380 7,916

その他 1,279 1,396

貸倒引当金 △9 △11

流動資産合計 52,596 62,211

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15,510 16,486

減価償却累計額 △6,685 △7,632

建物及び構築物（純額） 8,825 8,853

土地 ※3  2,726 ※3  2,726

その他 7,788 8,739

減価償却累計額 △4,837 △5,791

その他（純額） 2,950 2,947

有形固定資産合計 14,503 14,528

無形固定資産 4,245 4,261

投資その他の資産   

投資有価証券 158 ※1  457

長期貸付金 3,692 4,510

繰延税金資産 270 387

敷金及び保証金 10,535 11,245

その他 1,624 1,396

貸倒引当金 △2 △2

投資その他の資産合計 16,278 17,994

固定資産合計 35,027 36,785

資産合計 87,623 98,997



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 22,621 26,560

未払法人税等 3,594 3,476

役員賞与引当金 92 －

ポイント引当金 879 1,047

その他 ※2  3,940 ※2  4,208

流動負債合計 31,126 35,293

固定負債   

退職給付引当金 213 238

役員退職慰労引当金 164 172

再評価に係る繰延税金負債 ※3  25 ※3  25

その他 1,437 1,496

固定負債合計 1,841 1,932

負債合計 32,967 37,226

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,931 3,931

資本剰余金 7,409 7,409

利益剰余金 50,126 57,280

自己株式 △3,600 △3,601

株主資本合計 57,866 65,020

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 56 17

土地再評価差額金 ※3  △3,266 ※3  △3,266

評価・換算差額等合計 △3,210 △3,249

純資産合計 54,656 61,770

負債純資産合計 87,623 98,997



（２）連結損益計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 218,133 232,532

売上原価 167,803 177,747

売上総利益 50,329 54,785

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 1 2

ポイント引当金繰入額 202 168

給料手当及び賞与 12,683 14,034

退職給付費用 138 169

役員退職慰労引当金繰入額 9 11

役員賞与引当金繰入額 92 －

賃借料 8,362 9,070

その他 14,851 16,486

販売費及び一般管理費合計 36,340 39,943

営業利益 13,989 14,841

営業外収益   

受取利息 91 110

受取配当金 3 3

受取手数料 － 59

固定資産受贈益 138 144

その他 90 54

営業外収益合計 324 373

営業外費用   

支払利息 0 1

商品廃棄損 77 82

その他 1 3

営業外費用合計 80 87

経常利益 14,232 15,127

特別利益   

違約金収入 64 0

受取補償金 46 10

受取和解金 － 33

貸倒引当金戻入額 0 －

その他 － 2

特別利益合計 110 46

特別損失   

固定資産除却損 ※1  68 ※1  113

賃貸借契約解約損 15 54

過年度ポイント費用引当金繰入額 676 －

減損損失 ※2  88 ※2  147

抱合せ株式消滅差損 100 －

その他 － 2

特別損失合計 950 318

税金等調整前当期純利益 13,392 14,856

法人税、住民税及び事業税 6,149 6,170

法人税等調整額 △463 △233

法人税等合計 5,685 5,937

当期純利益 7,706 8,918



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(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 3,931 3,931

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,931 3,931

資本剰余金   

前期末残高 7,409 7,409

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,409 7,409

利益剰余金   

前期末残高 43,933 50,126

当期変動額   

剰余金の配当 △1,514 △1,764

当期純利益 7,706 8,918

当期変動額合計 6,192 7,154

当期末残高 50,126 57,280

自己株式   

前期末残高 △3,267 △3,600

当期変動額   

自己株式の取得 △332 △0

当期変動額合計 △332 △0

当期末残高 △3,600 △3,601

株主資本合計   

前期末残高 52,006 57,866

当期変動額   

剰余金の配当 △1,514 △1,764

当期純利益 7,706 8,918

自己株式の取得 △332 △0

当期変動額合計 5,859 7,153

当期末残高 57,866 65,020



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 117 56

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61 △38

当期変動額合計 △61 △38

当期末残高 56 17

土地再評価差額金   

前期末残高 △3,266 △3,266

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △3,266 △3,266

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △3,148 △3,210

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61 △38

当期変動額合計 △61 △38

当期末残高 △3,210 △3,249

純資産合計   

前期末残高 48,857 54,656

当期変動額   

剰余金の配当 △1,514 △1,764

当期純利益 7,706 8,918

自己株式の取得 △332 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61 △38

当期変動額合計 5,798 7,114

当期末残高 54,656 61,770



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(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   

税金等調整前当期純利益 13,392 14,856

減価償却費 2,251 2,432

減損損失 88 147

抱合せ株式消滅差損益（△は益） 100 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18 25

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 9 7

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1 2

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 17 △92

ポイント引当金の増減額（△は減少） 879 168

受取利息及び受取配当金 △95 △114

支払利息 0 1

固定資産除却損 68 113

売上債権の増減額（△は増加） △1,508 △1,219

たな卸資産の増減額（△は増加） △186 △2,615

未収入金の増減額（△は増加） △874 △1,535

仕入債務の増減額（△は減少） 822 3,939

未払費用の増減額（△は減少） 149 96

長期預り金の増減額（△は減少） 60 31

未払消費税等の増減額（△は減少） 129 △266

その他 553 495

小計 15,879 16,475

利息及び配当金の受取額 36 52

法人税等の支払額 △5,451 △6,300

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,464 10,227

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 △2,345 △1,960

無形固定資産の取得による支出 △223 △123

貸付けによる支出 △597 △1,352

貸付金の回収による収入 71 37

敷金及び保証金の差入による支出 △515 △1,036

敷金及び保証金の回収による収入 185 182

営業譲受による支出 △425 △238

その他 △205 △49

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,055 △4,541

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △1,511 △1,763

自己株式の取得による支出 △332 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,844 △1,763

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 4,565 3,922

現金及び現金同等物の期首残高 11,644 16,233

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 23 －

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  16,233 ※1  20,155







































５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：百万円）

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 16,005 19,814

売掛金 6,760 ※1  7,929

商品 20,209 22,898

原材料及び貯蔵品 56 48

前渡金 23 11

前払費用 894 944

繰延税金資産 1,046 1,186

未収入金 6,411 7,917

その他 373 462

貸倒引当金 △8 △10

流動資産合計 51,773 61,202

固定資産   

有形固定資産   

建物 13,490 14,446

減価償却累計額 △5,509 △6,313

建物（純額） 7,980 8,133

構築物 1,759 1,779

減価償却累計額 △1,044 △1,173

構築物（純額） 714 605

車両運搬具 25 25

減価償却累計額 △21 △23

車両運搬具（純額） 3 1

工具、器具及び備品 7,606 8,586

減価償却累計額 △4,757 △5,686

工具、器具及び備品（純額） 2,848 2,900

土地 ※2  2,642 ※2  2,642

建設仮勘定 56 2

有形固定資産合計 14,246 14,286

無形固定資産   

のれん － 116

借地権 3,269 3,269

ソフトウエア 627 571

その他 54 53

無形固定資産合計 3,952 4,010

投資その他の資産   

投資有価証券 156 91

関係会社株式 120 484

出資金 1 1

長期貸付金 3,614 4,387

従業員に対する長期貸付金 68 36

関係会社長期貸付金 910 960

長期前払費用 943 973

繰延税金資産 265 375

敷金及び保証金 10,466 11,177

その他 662 396

貸倒引当金 △3 △4

投資その他の資産合計 17,206 18,879

固定資産合計 35,405 37,176

資産合計 87,178 98,379



（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 22,109 ※1  26,021

未払金 1,337 1,860

未払費用 1,464 1,560

未払法人税等 3,535 3,404

前受金 140 148

預り金 487 413

前受収益 0 1

役員賞与引当金 92 －

ポイント引当金 879 1,047

その他 451 189

流動負債合計 30,498 34,647

固定負債   

長期預り保証金 1,439 1,495

退職給付引当金 203 226

役員退職慰労引当金 164 172

再評価に係る繰延税金負債 ※2  25 ※2  25

その他 19 23

固定負債合計 1,853 1,943

負債合計 32,352 36,591

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,931 3,931

資本剰余金   

資本準備金 7,409 7,409

資本剰余金合計 7,409 7,409

利益剰余金   

利益準備金 256 256

その他利益剰余金   

別途積立金 42,250 48,250

繰越利益剰余金 7,791 8,792

利益剰余金合計 50,297 57,298

自己株式 △3,600 △3,601

株主資本合計 58,037 65,038

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 55 16

土地再評価差額金 ※2  △3,266 ※2  △3,266

評価・換算差額等合計 △3,211 △3,250

純資産合計 54,826 61,787

負債純資産合計 87,178 98,379



（２）損益計算書 

（単位：百万円）

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 213,976 227,180

売上原価   

商品期首たな卸高 20,056 20,209

当期商品仕入高 166,552 178,407

合計 186,608 198,616

商品期末たな卸高 20,209 22,898

商品売上原価 166,399 175,718

売上総利益 47,576 51,462

その他の営業収益 1,927 2,118

営業総利益 49,504 53,580

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 2,319 2,330

販売促進費 2,519 3,113

ポイント引当金繰入額 202 168

給料手当及び賞与 12,320 13,540

退職給付費用 134 165

役員退職慰労引当金繰入額 9 11

役員賞与引当金繰入額 92 －

賃借料 8,249 8,926

減価償却費 2,205 2,348

貸倒引当金繰入額 1 1

その他 7,623 8,413

販売費及び一般管理費合計 35,678 39,021

営業利益 13,825 14,558

営業外収益   

受取利息 105 128

受取配当金 3 3

受取手数料 － 58

固定資産受贈益 138 144

その他 88 54

営業外収益合計 336 390

営業外費用   

支払利息 0 1

商品廃棄損 75 78

その他 1 3

営業外費用合計 78 83

経常利益 14,084 14,865



（単位：百万円）

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) 

特別利益   

違約金収入 64 0

受取補償金 45 10

受取和解金 － 33

その他 － 2

特別利益合計 110 46

特別損失   

固定資産除却損 ※1  68 ※1  113

賃貸借契約解約損 15 45

過年度ポイント費用引当金繰入額 676 －

減損損失 ※2  71 ※2  147

抱合せ株式消滅差損 100 －

その他 － 2

特別損失合計 933 308

税引前当期純利益 13,261 14,604

法人税、住民税及び事業税 6,078 6,061

法人税等調整額 △455 △223

法人税等合計 5,623 5,838

当期純利益 7,637 8,765



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：百万円）

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 3,931 3,931

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,931 3,931

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 7,409 7,409

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 7,409 7,409

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 256 256

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 256 256

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 35,250 42,250

当期変動額   

別途積立金の積立 7,000 6,000

当期変動額合計 7,000 6,000

当期末残高 42,250 48,250

繰越利益剰余金   

前期末残高 8,667 7,791

当期変動額   

別途積立金の積立 △7,000 △6,000

剰余金の配当 △1,514 △1,764

当期純利益 7,637 8,765

当期変動額合計 △876 1,001

当期末残高 7,791 8,792

利益剰余金合計   

前期末残高 44,173 50,297

当期変動額   

別途積立金の積立 － －

剰余金の配当 △1,514 △1,764

当期純利益 7,637 8,765

当期変動額合計 6,123 7,001

当期末残高 50,297 57,298

自己株式   

前期末残高 △3,267 △3,600

当期変動額   

自己株式の取得 △332 △0

当期変動額合計 △332 △0

当期末残高 △3,600 △3,601



（単位：百万円）

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) 

株主資本合計   

前期末残高 52,246 58,037

当期変動額   

剰余金の配当 △1,514 △1,764

当期純利益 7,637 8,765

自己株式の取得 △332 △0

当期変動額合計 5,790 7,000

当期末残高 58,037 65,038

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 116 55

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61 △38

当期変動額合計 △61 △38

当期末残高 55 16

土地再評価差額金   

前期末残高 △3,266 △3,266

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 － －

当期末残高 △3,266 △3,266

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △3,149 △3,211

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61 △38

当期変動額合計 △61 △38

当期末残高 △3,211 △3,250

純資産合計   

前期末残高 49,096 54,826

当期変動額   

剰余金の配当 △1,514 △1,764

当期純利益 7,637 8,765

自己株式の取得 △332 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △61 △38

当期変動額合計 5,729 6,961

当期末残高 54,826 61,787
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