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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 8,763 △0.2 235 △43.4 219 △46.3 121 △42.7

21年3月期第1四半期 8,778 ― 415 ― 409 ― 211 ―

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 6.45 ―

21年3月期第1四半期 10.89 10.88

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 21,911 13,241 60.2 702.01
21年3月期 21,739 13,363 61.2 708.47

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  13,188百万円 21年3月期  13,310百万円

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 ― 13.00 13.00
22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 13.00 13.00

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

18,220 0.7 925 △6.6 913 △6.7 409 △16.7 21.78

通期 37,142 1.3 1,953 2.2 1,931 3.5 916 4.9 48.78
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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） 

(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 

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。 

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 19,906,600株 21年3月期  19,906,600株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  1,119,456株 21年3月期  1,119,456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 18,787,144株 21年3月期第1四半期 19,425,446株
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【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 

当第１四半期連結会計期間におけるわが国の経済は、世界経済の景気後退の影響を強く受けて、企

業収益が悪化し、厳しい状況で推移いたしました。 

流通業界におきましても、雇用情勢の悪化等により個人消費が低迷し、非常に厳しい状況が続きま

した。 

このような状況下で、当社グループは、小売部門につきましては、積極的に17店舗の新規出店を行

ない、当第１四半期連結会計期間末の店舗数は509店舗となりました。しかしながら、個人消費不振

に加えて新型インフルエンザの影響もあり、既存店売上高が前年同期比91.7%と低下したため、売上

高はほぼ前年同期並みに止まりました。卸売部門につきましても、売上高が減少しました。さらに、

既存店の売上高減少が大きかったため、販売費及び一般管理費率が上昇し、営業利益、経常利益がそ

れぞれ減少しました。 

これらの結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は8,763百万円（前年同期比0.2％減）、営業利

益は235百万円（前年同期比43.4％減）、経常利益は219百万円（前年同期比46.3％減）、四半期純利

益は121百万円（前年同期比42.7％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

[財政状態の分析] 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、売上債権の減少等があったものの、商品及び製

品や敷金及び保証金の増加等により、前連結会計年度末に比べて172百万円増加の21,911百万円と

なりました。 

負債につきましては、買掛債務や未払法人税等の減少等があったものの、社債の増加等により、

前連結会計年度末に比べて294百万円増加の8,670百万円となりました。 

また、純資産につきましては、利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末に比べて121百万

円の減少の13,241百万円となりました。 

 

[キャッシュ・フローの状況] 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前年

同四半期連結会計期間と比べて167百万円増加の740百万円となりました。 

当四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間における営業活動による資金は、法人税等の支払による減少が大き

かったものの、税金等調整前四半期純利益の計上や売上債権の減少等により、トータルでは30百

万円の減少に止まりました。また、前年同四半期連結会計期間は、主としてたな卸資産の増加等

により506百万円の資金の減少でありましたので、これと比べると476百万円の改善となっており

ます。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間における投資活動による資金は、新規出店及び改装に伴う設備投資

等により、136百万円の減少となりました。また、前年同四半期連結会計期間と比べては、94百

万円の改善となっております。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第１四半期連結会計期間における財務活動による資金は、配当の支払等による減少があった

ものの、社債発行による資金調達等により、トータルでは231百万円の増加となりました。また、

前年同四半期連結会計期間は、主として短期借入金の増加等により150百万円の資金の増加であ

りましたので、これと比べると81百万円の改善となっております。 
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、流通業界を取り巻く環境はますます厳しい状況が続くものと思われ

ますが、当社グループは、既存店売上の底上げを図るとともに、商品粗利益率の向上に努め、業績予

想数値の達成を図ってまいります。 

現時点では、当期の連結業績予想につきましては平成21年5月8日に発表しました連結業績予想を変

更しておりません。 

 

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） 

該当事項はありません。 

 

(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 

たな卸資産について、実地たな卸を省略しております。 

また、その他影響額の僅少なものについて、一部簡便的な方法を採用しております。 

 

(3) 四半期連結財務諸表諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

該当事項はありません。 
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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 767,741 703,420

受取手形及び売掛金 2,078,141 2,528,229

商品及び製品 8,003,223 7,767,244

原材料及び貯蔵品 48,800 46,366

繰延税金資産 179,251 186,593

その他 400,255 242,885

貸倒引当金 △1,373 △2,345

流動資産合計 11,476,041 11,472,394

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,160,640 1,124,284

土地 671,315 671,315

リース資産（純額） 910,877 861,007

その他（純額） 507,899 515,061

有形固定資産合計 3,250,734 3,171,669

無形固定資産   

リース資産 16,706 19,655

その他 96,827 95,680

無形固定資産合計 113,534 115,335

投資その他の資産   

投資有価証券 39,365 36,440

長期貸付金 － 5,680

繰延税金資産 275,608 281,656

敷金及び保証金 6,443,646 6,352,110

その他 313,016 309,431

貸倒引当金 － △5,680

投資その他の資産合計 7,071,637 6,979,640

固定資産合計 10,435,906 10,266,645

資産合計 21,911,947 21,739,040

株式会社東京デリカ(9990)　平成22年３月期第１四半期決算短信

―　5　―



(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 3,058,032 3,166,302

1年内償還予定の社債 1,025,000 1,025,000

リース債務 334,137 322,055

未払法人税等 166,465 451,771

賞与引当金 117,935 264,223

役員賞与引当金 5,400 20,400

その他 1,415,142 1,140,482

流動負債合計 6,122,113 6,390,235

固定負債   

社債 1,000,000 500,000

リース債務 679,999 640,114

退職給付引当金 360,498 346,635

役員退職慰労引当金 107,121 116,881

その他 400,293 381,675

固定負債合計 2,547,912 1,985,308

負債合計 8,670,026 8,375,544

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,986,400 2,986,400

資本剰余金 4,185,722 4,185,722

利益剰余金 6,447,807 6,570,887

自己株式 △440,779 △440,779

株主資本合計 13,179,150 13,302,230

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,673 7,935

評価・換算差額等合計 9,673 7,935

新株予約権 53,097 53,330

純資産合計 13,241,921 13,363,496

負債純資産合計 21,911,947 21,739,040
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(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 8,778,197 8,763,120

売上原価 4,833,344 4,841,588

売上総利益 3,944,852 3,921,531

販売費及び一般管理費 3,529,513 3,686,411

営業利益 415,339 235,120

営業外収益   

受取利息 27 20

受取配当金 456 341

受取賃貸料 100 －

受取保険金 150 －

受取手数料 920 1,088

受取補償金 － 2,100

その他 924 3,045

営業外収益合計 2,578 6,594

営業外費用   

支払利息 6,017 10,201

社債発行費 － 8,839

支払保証料 1,318 960

その他 891 1,759

営業外費用合計 8,227 21,761

経常利益 409,690 219,953

特別利益   

賞与引当金戻入額 59,094 73,689

その他 9,312 14,884

特別利益合計 68,406 88,574

特別損失   

固定資産売却損 3,823 －

固定資産除却損 5,639 5,629

店舗閉鎖損失 3,100 10,909

減損損失 7,669 9,329

その他 － 194

特別損失合計 20,233 26,062

税金等調整前四半期純利益 457,863 282,465

法人税、住民税及び事業税 209,168 149,110

法人税等調整額 37,130 12,202

法人税等合計 246,298 161,312

四半期純利益 211,564 121,153
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(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 457,863 282,465

減価償却費 104,881 191,029

減損損失 7,669 9,329

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △6,652

受取利息及び受取配当金 △484 △361

支払利息 6,017 10,201

売上債権の増減額（△は増加） 487,861 450,088

たな卸資産の増減額（△は増加） △663,025 △238,413

仕入債務の増減額（△は減少） △207,511 △108,269

賞与引当金の増減額（△は減少） △139,544 △146,288

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △4,722 △9,760

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △15,300 △15,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,614 13,862

固定資産売却損益（△は益） 3,823 －

固定資産除却損 5,639 5,629

社債発行費 － 8,839

未払消費税等の増減額（△は減少） △24,725 12,365

その他 3,786 △64,488

小計 27,845 394,577

利息及び配当金の受取額 497 381

利息の支払額 △4,511 △9,227

法人税等の支払額 △530,611 △416,504

営業活動によるキャッシュ・フロー △506,780 △30,772

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 △241,084 △136,927

有形及び無形固定資産の売却による収入 9,702 －

その他 － 100

投資活動によるキャッシュ・フロー △231,382 △136,827

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 400,000 －

社債の発行による収入 － 491,160

自己株式の取得による支出 △48,561 －

配当金の支払額 △219,803 △209,515

リース債務の返済による支出 － △83,776

割賦未払金の増加額 52,891 76,000

割賦未払金の減少額 △34,313 △41,948

財務活動によるキャッシュ・フロー 150,212 231,920
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(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) 

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） △587,949 64,320

現金及び現金同等物の期首残高 1,160,338 675,720

現金及び現金同等物の四半期末残高 572,388 740,041
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(4) 継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

 該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

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） 
事業の種類として「鞄・袋物販売事業」及び「不動産賃貸事業」を行なっておりますが、当第１

四半期連結累計期間における「鞄・袋物販売事業」の売上高及び営業利益は、全セグメントの売上
高及び営業利益の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、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） 
事業の種類として「鞄・袋物販売事業」及び「不動産賃貸事業」を行なっておりますが、当第１

四半期連結累計期間における「鞄・袋物販売事業」の売上高及び営業利益は、全セグメントの売上
高及び営業利益の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、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。 
 

【所在地別セグメント情報】 

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） 
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 
 

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） 
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、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） 
該当事項はありません。 

 

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） 
該当事項はありません。 

 

(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。 
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