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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 7,203 0.4 126 16.0 137 71.0 103 128.5
21年3月期第1四半期 7,171 ― 109 ― 80 ― 45 ―

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 8.93 8.82
21年3月期第1四半期 3.59 3.57

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 12,148 5,151 40.5 425.04
21年3月期 12,763 5,005 37.5 413.39

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  4,916百万円 21年3月期  4,787百万円

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

21年3月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
0.00 ― 12.00 12.00

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

15,300 △1.6 400 32.6 400 58.4 300 ― 25.93

通期 33,000 △2.6 920 △0.4 950 △7.2 570 5.0 49.27



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  

(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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

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 12,764,732株 21年3月期  12,764,732株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,196,549株 21年3月期  1,182,489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 11,570,183株 21年3月期第1四半期 12,588,182株



  当第１四半期の売上高は、国内では、厳しい経済環境から大手専門店向けの売上が家庭用品等を中心に減少す

るとともに、調理家電の売上が流通在庫調整を主因に減少しました。一方、理美容機器の新ブランドの売上が増

加した他、ドイツ製コンフォートシューズ「ビルケンシュトック」の売上が、既存店においては前年並みの水準

を確保したことに加え、直営店増強により増加しましたが、国内全体では前年同期を下回る実績となりました。

海外の売上高は、台湾からの北米および欧州向け家具の輸出が前年比減少したものの、中国からの欧州大手ハウ

スウェアメーカー向けや米国向けの家庭用品の輸出が大きく伸長しました。但し、為替相場が前年同期に比べ円

高となったことから、円換算後の海外売上高の伸びは抑制されました。この結果、連結の売上高は前年同期比

0.4％増加の72億3百万円となりました。 

  利益面におきましては、国内では、㈱ビルケンシュトックジャパンや理美容機器販売子会社の売上総利益が増

加しました。海外では、中国からの欧米向け輸出が増加したことや三發電器製造廠有限公司の採算性の向上など

により売上総利益が増加しました。営業利益につきましては、売上総利益の増加が人件費や不動産賃借料等の一

般管理費の増加を吸収したことから、前年同期比16.0％増加の1億2千6百万円となりました。経常利益につきま

しては、営業利益の増加に加え、為替差損およびデリバティブ評価損が減少し、前年同期比71.0％増加の1億3千

7百万円となりました。四半期純利益は、経常利益の増加と少数株主利益の減少等もあり、前年同期比128.5％増

加の1億3百万円となりました。 

  

  当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ6億1千5百万円減少の121億4千8百万円とな

りました。 

  総資産が減少した主な要因は、当第１四半期連結会計期間において売上債権の回収により流動資産が減少した

ことによるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ7億6千1百万円減少の69億9千6百万円となりました。これは仕入債務およ

び未払法人税等の減少により流動負債が減少したことによるものです。 

  純資産合計は、前連結会計年度末に比べ1億4千5百万円増加の51億5千1百万円となりました。これは為替換算

調整勘定等の評価・換算差額等が米ドル相場および株式市況が前連結会計年度末に比べ堅調に推移したことによ

り、評価・換算による減少額が改善されたことによるものです。 

  自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ3.0ポイント増加の40.5％となりました。 

  

平成22年3月期の業績予想につきましては、平成21年5月15日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

   

該当事項はありません。 

1.固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としておりま 

す。        

    2.棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略して前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資産の簿価切下げに関し

ては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によってお

ります。 

 3.一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと 

認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

該当事項はありません。 

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

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



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 1,267,497 1,227,940

受取手形及び売掛金 3,159,520 3,892,881

有価証券 9,610 7,865

商品及び製品 2,943,909 2,960,092

仕掛品 46,912 35,411

原材料及び貯蔵品 212,607 203,111

その他 516,307 589,818

貸倒引当金 △11,671 △9,512

流動資産合計 8,144,692 8,907,609

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,548,690 1,527,440

減価償却累計額 △1,009,923 △984,614

建物及び構築物（純額） 538,766 542,826

機械装置及び運搬具 431,128 403,960

減価償却累計額 △284,318 △260,458

機械装置及び運搬具（純額） 146,809 143,502

土地 900,967 897,577

その他 565,253 549,848

減価償却累計額 △430,245 △411,364

その他（純額） 135,007 138,484

有形固定資産合計 1,721,551 1,722,391

無形固定資産 283,885 286,513

投資その他の資産   

投資有価証券 1,331,255 1,239,617

その他 779,183 716,204

貸倒引当金 △112,447 △108,386

投資その他の資産合計 1,997,991 1,847,434

固定資産合計 4,003,427 3,856,339

資産合計 12,148,120 12,763,948



（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 1,164,325 1,497,456

短期借入金 3,934,470 3,851,000

未払法人税等 62,316 173,108

賞与引当金 169,552 239,422

その他の引当金 8,121 29,300

その他 1,204,058 1,504,433

流動負債合計 6,542,844 7,294,720

固定負債   

退職給付引当金 177,544 190,732

その他の引当金 16,707 21,812

その他 259,817 250,755

固定負債合計 454,069 463,301

負債合計 6,996,914 7,758,021

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,914 1,000,914

資本剰余金 645,678 645,678

利益剰余金 4,184,492 4,220,206

自己株式 △310,286 △307,101

株主資本合計 5,520,799 5,559,698

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △73,609 △112,636

繰延ヘッジ損益 △28,777 △83,064

土地再評価差額金 53,080 53,080

為替換算調整勘定 △554,575 △629,087

評価・換算差額等合計 △603,882 △771,707

新株予約権 29,300 29,300

少数株主持分 204,988 188,635

純資産合計 5,151,206 5,005,926

負債純資産合計 12,148,120 12,763,948



（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 7,171,753 7,203,754

売上原価 5,476,537 5,454,151

売上総利益 1,695,215 1,749,602

販売費及び一般管理費   

販売費 284,864 259,886

一般管理費 1,300,861 1,362,740

販売費及び一般管理費合計 1,585,725 1,622,627

営業利益 109,490 126,975

営業外収益   

受取利息 2,509 423

受取配当金 7,765 8,234

持分法による投資利益 19,941 13,929

その他 15,809 2,751

営業外収益合計 46,026 25,339

営業外費用   

支払利息 20,890 11,890

為替差損 28,623 2,107

デリバティブ評価損 24,339 －

その他 1,006 390

営業外費用合計 74,859 14,388

経常利益 80,656 137,926

特別利益   

固定資産売却益 2,293 －

受取立退料 22,300 －

その他 2,149 710

特別利益合計 26,742 710

特別損失   

固定資産除却損 1,837 274

その他 － 865

特別損失合計 1,837 1,139

税金等調整前四半期純利益 105,562 137,496

法人税、住民税及び事業税 57,987 49,021

法人税等調整額 △18,733 △18,924

法人税等合計 39,254 30,097

少数株主利益 21,105 4,125

四半期純利益 45,203 103,273



（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 105,562 137,496

減価償却費 51,679 45,436

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,423 5,856

賞与引当金の増減額（△は減少） △66,207 △72,945

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,628 △19,699

受取利息及び受取配当金 △10,275 △8,658

持分法による投資損益（△は益） △18,799 △23,246

支払利息 20,890 11,890

固定資産除却損 1,837 274

固定資産売却損益（△は益） △2,293 －

売上債権の増減額（△は増加） 447,548 729,081

たな卸資産の増減額（△は増加） △439,029 35,057

仕入債務の増減額（△は減少） △154,528 △414,437

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,674 △12,512

その他 39,106 △109,589

小計 △60,388 304,006

利息及び配当金の受取額 10,275 8,658

利息の支払額 △20,872 △11,848

法人税等の支払額 △124,185 △161,597

営業活動によるキャッシュ・フロー △195,170 139,219

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 △48,840 △9,772

有形固定資産の売却による収入 290,647 －

投資有価証券の取得による支出 △814 △3,559

貸付けによる支出 － △10,010

貸付金の回収による収入 432 521

その他 △175,255 △15,488

投資活動によるキャッシュ・フロー 66,168 △38,310

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） 771,172 63,299

長期借入金の返済による支出 △2,592 －

自己株式の取得による支出 △20,046 △3,185

配当金の支払額 △126,234 △138,986

少数株主からの払込みによる収入 7,999 －

その他 － △4,520

財務活動によるキャッシュ・フロー 630,299 △83,394

現金及び現金同等物に係る換算差額 △43,537 22,041

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 457,759 39,556

現金及び現金同等物の期首残高 1,365,473 1,227,940

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,823,233 1,267,497



 該当事項はありません。 

  

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） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の金額の合計額に占める生活関連用品事業

の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

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） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の金額の合計額に占める生活関連用品事業

の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

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） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は以下のとおりであります。 

   その他   ……マレーシア・フィリピン・タイ 

（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 

（千円） 

中国 

（千円） 

台湾 

（千円） 

その他 

（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 4,222,954 2,118,475 737,532 92,790 7,171,753 － 7,171,753 

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
25,958 714,071 91,550 639,470 1,471,049 (1,471,049) － 

  計 4,248,912 2,832,546 829,082 732,260 8,642,802 (1,471,049) 7,171,753 

 営業利益 8,941 40,084 946 57,504 107,476 2,013 109,490 

  
日本 

（千円） 

中国 

（千円） 

台湾 

（千円） 

その他 

（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 4,023,439  2,872,798  264,162  43,353  7,203,754  －  7,203,754

(2）
セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 26,970  674,427  61,697  684,131  1,447,227 (1,447,227)  －

  計  4,050,410  3,547,226  325,860  727,485  8,650,981 (1,447,227)  7,203,754

 
営業利益又は営業損失

(△) 
 △49,127  84,129  △25,532  96,401  105,870  21,104  126,975



   

 （注）１ 上記海外売上高は、当社および国内子会社の輸出売上高および外国間売上高、ならびに海外子会社の売上高

から、日本向け売上高を控除した額の合計額（ただし、連結会社間の内部売上高を除く）となっておりま

す。 

２ 国または地域の区分の方法および各区分に属する主な国または地域 

(1）国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国または地域 

イ）欧州    ……イタリア・ドイツ・英国 

ロ）北米    ……米国・カナダ 

ハ）その他の地域……中国 

   

 該当事項はありません。 

   

〔海外売上高〕

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） 

  欧州 北米 その他の地域  計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 1,327,155 805,690 249,583 2,382,428 

Ⅱ 連結売上高（千円）       7,171,753 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
18.5 11.2 3.5 33.2 

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） 

  欧州 北米 その他の地域  計 

Ⅰ 海外売上高（千円）  1,711,390  784,750  358,541  2,854,682

Ⅱ 連結売上高（千円）        7,203,754

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
 23.7  10.9  5.0  39.6

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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