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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 6,352 △3.1 △68 ― △53 ― △63 ―
21年3月期第1四半期 6,555 ― 65 ― 90 ― △10 ―

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

22年3月期第1四半期 △1.27 ―
21年3月期第1四半期 △0.22 ―

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

22年3月期第1四半期 10,962 7,738 70.6 154.75
21年3月期 11,015 7,939 72.1 158.76

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  7,738百万円 21年3月期  7,939百万円

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  
    ２２年３月期の配当につきましては、現時点では未定とさせていただきます。 

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

21年3月期 ― ― ― 3.00 3.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― ― ―

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

15,800 19.7 △5 ― 42 △67.5 △130 ― △2.60

通期 32,000 28.9 260 30.1 360 27.2 150 ― 3.00



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、４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、４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、その他特記事項 
平成２１年５月８日発表の通期連結業績予想を修正しておりません。上記の予想は本資料の発表時現在において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って予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の４ページをご参照ください。

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 50,020,000株 21年3月期  50,020,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  10,594株 21年3月期  10,594株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期 50,009,406株 21年3月期第1四半期 50,011,559株







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１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 701,436 810,383

受取手形及び売掛金 974,429 991,300

割賦売掛金 1,206,227 1,370,609

営業貸付金 2,330,694 2,176,663

商品及び製品 551,982 479,904

仕掛品 33,976 36,370

販売用不動産 565,575 1,567,315

繰延税金資産 202,034 202,034

求償債権 640,000 640,000

その他 202,455 113,134

貸倒引当金 △38,279 △41,317

流動資産合計 7,370,531 8,346,399

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,215,137 1,207,701

減価償却累計額 △638,679 △627,874

建物及び構築物（純額） 576,458 579,826

機械装置及び運搬具 892,864 892,864

減価償却累計額 △858,718 △855,901

機械装置及び運搬具（純額） 34,145 36,962

土地 1,750,697 797,752

リース資産 176,127 162,252

減価償却累計額 △52,118 △41,192

リース資産（純額） 124,009 121,059

その他 133,881 129,182

減価償却累計額 △88,810 △85,250

その他（純額） 45,071 43,931

有形固定資産合計 2,530,382 1,579,533

無形固定資産   

のれん 603,341 625,767

その他 19,519 21,689

無形固定資産合計 622,861 647,457

投資その他の資産   

投資有価証券 174,260 161,171

繰延税金資産 22,016 30,931

その他 242,824 250,229

投資その他の資産合計 439,100 442,332

固定資産合計 3,592,344 2,669,323

資産合計 10,962,876 11,015,722



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 100,828 130,633

短期借入金 2,290,000 2,380,000

1年内返済予定の長期借入金 55,880 －

リース債務 41,194 41,061

未払法人税等 9,909 48,722

賞与引当金 19,494 48,552

割賦利益繰延 62,493 72,365

その他 144,444 98,408

流動負債合計 2,724,244 2,819,744

固定負債   

長期借入金 244,120 －

社債 102,500 102,500

リース債務 89,021 86,051

退職給付引当金 35,771 40,793

役員退職慰労引当金 14,973 13,847

その他 13,500 13,500

固定負債合計 499,886 256,692

負債合計 3,224,131 3,076,436

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,064,688 6,064,688

利益剰余金 1,666,772 1,880,306

自己株式 △1,223 △1,223

株主資本合計 7,730,238 7,943,772

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 8,506 △4,485

評価・換算差額等合計 8,506 △4,485

純資産合計 7,738,744 7,939,286

負債純資産合計 10,962,876 11,015,722



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 6,555,066 6,352,044

売上原価 6,100,287 6,001,635

売上総利益 454,779 350,409

販売費及び一般管理費 389,304 419,105

営業利益又は営業損失（△） 65,475 △68,695

営業外収益   

受取利息 76 546

受取配当金 1,918 1,949

受取賃貸料 12,523 4,318

業務受託手数料 10,348 4,444

その他 1,221 8,145

営業外収益合計 26,087 19,404

営業外費用   

支払利息 360 476

店舗閉鎖費用 － 1,363

その他 703 2,440

営業外費用合計 1,063 4,279

経常利益又は経常損失（△） 90,499 △53,571

特別損失   

販売用不動産評価損 53,850 －

特別損失合計 53,850 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

36,649 △53,571

法人税、住民税及び事業税 21,110 9,933

法人税等調整額 26,502 －

法人税等合計 47,612 9,933

四半期純損失（△） △10,962 △63,505



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

36,649 △53,571

減価償却費 20,001 32,451

のれん償却額 19,509 22,425

貸倒引当金の増減額（△は減少） 9,772 △3,038

賞与引当金の増減額（△は減少） △40,556 △29,057

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,674 △5,022

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,777 1,125

受取利息及び受取配当金 △1,994 △2,496

支払利息 360 476

販売用不動産評価損 53,850 －

売上債権の増減額（△は増加） 487,462 48,865

たな卸資産の増減額（△は増加） △102,060 △20,405

営業貸付金の増減額（△は増加） △1,699,786 △17,930

仕入債務の増減額（△は減少） △58,239 △29,805

割賦利益繰延の増減額（△は減少） △19,761 △9,872

未払消費税等の増減額（△は減少） 12,831 7,475

その他 45,748 △53,013

小計 △1,232,763 △111,392

利息及び配当金の受取額 1,994 8,832

利息の支払額 △34 △370

法人税等の支払額 △24,917 △48,746

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,255,721 △151,678

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △10,066 △14,826

投資有価証券の取得による支出 △511 △1,260

匿名組合出資金の払戻による収入 － 3,276

差入保証金の差入による支出 △7,175 △3,213

差入保証金の回収による収入 8,285 9,554

その他 △400 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,867 △6,469

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 20,000 80,000

短期借入金の返済による支出 △140,000 △170,000

長期借入れによる収入 － 300,000

リース債務の返済による支出 － △10,772

自己株式の取得による支出 △35 －

配当金の支払額 △150,035 △150,028

財務活動によるキャッシュ・フロー △270,070 49,199

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,535,659 △108,947

現金及び現金同等物の期首残高 2,391,591 810,383

現金及び現金同等物の四半期末残高 855,932 701,436
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