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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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）

営業収益 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2四半期 34,806 △2.2 255 73.3 321 44.7 122 59.6
21年3月期第2四半期 35,607 ― 147 ― 222 ― 76 ―

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2四半期 3.76 ―
21年3月期第2四半期 2.35 ―

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2四半期 31,578 13,507 42.8 415.48
21年3月期 30,691 13,405 43.7 412.35

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  13,506百万円 21年3月期  13,405百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
22年3月期 ― 4.00
22年3月期 

（予想）
― 4.00 8.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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

通期 73,600 4.3 842 3.5 1,000 0.4 385 △4.4 11.84
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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  
（注）詳細は、３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） 

(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 
・本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

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2四半期 33,779,634株 21年3月期  33,779,634株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,270,769株 21年3月期  1,270,569株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 32,508,932株 21年3月期第2四半期 32,581,659株
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年９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 3,447,402 2,914,758

売掛金 1,364,464 1,401,939

商品 1,385,486 1,331,440

仕掛品 561 846

原材料及び貯蔵品 54,283 50,083

その他 1,085,023 1,022,689

貸倒引当金 △120,265 △116,558

流動資産合計 7,216,957 6,605,200

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,917,178 7,025,242

土地 9,715,205 9,447,049

その他（純額） 1,549,182 1,332,481

有形固定資産合計 18,181,566 17,804,774

無形固定資産   

のれん 367,321 500,002

その他 275,590 297,157

無形固定資産合計 642,912 797,160

投資その他の資産   

敷金及び保証金 3,652,793 3,655,676

その他 2,120,582 2,070,493

貸倒引当金 △235,868 △241,969

投資その他の資産合計 5,537,507 5,484,200

固定資産合計 24,361,986 24,086,135

資産合計 31,578,944 30,691,335

負債の部   

流動負債   

買掛金 3,990,358 4,049,404

短期借入金 3,502,000 3,702,000

1年内返済予定の長期借入金 2,616,176 2,111,918

未払法人税等 133,612 437,779

賞与引当金 347,038 361,432

その他 1,276,663 1,508,116

流動負債合計 11,865,849 12,170,650

固定負債   

長期借入金 5,282,107 4,087,635

受入敷金保証金 777,361 792,458

その他 146,565 235,440
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９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) 

固定負債合計 6,206,033 5,115,533

負債合計 18,071,883 17,286,184

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,829,322 1,829,322

資本剰余金 2,545,005 2,545,005

利益剰余金 9,502,492 9,510,191

自己株式 △304,809 △304,773

株主資本合計 13,572,012 13,579,746

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △65,260 △174,595

評価・換算差額等合計 △65,260 △174,595

新株予約権 309 －

純資産合計 13,507,061 13,405,151

負債純資産合計 31,578,944 30,691,335
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 35,144,309 34,348,378

売上原価 26,981,894 26,068,299

売上総利益 8,162,415 8,280,079

不動産賃貸収入 462,822 458,032

営業総利益 8,625,237 8,738,112

販売費及び一般管理費 8,477,879 8,482,804

営業利益 147,358 255,307

営業外収益   

受取利息 15,653 15,988

受取配当金 8,942 10,261

受取手数料 29,984 28,503

持分法による投資利益 1,013 5,650

その他 89,311 79,291

営業外収益合計 144,905 139,695

営業外費用   

支払利息 60,681 70,058

その他 9,269 3,305

営業外費用合計 69,951 73,364

経常利益 222,312 321,638

特別利益   

固定資産売却益 － 0

投資有価証券売却益 41,797 －

貸倒引当金戻入額 66,532 4,241

特別利益合計 108,330 4,242

特別損失   

固定資産除却損 4,024 3,463

店舗閉鎖損失 31,556 －

投資有価証券売却損 22 －

投資有価証券評価損 61,010 －

減損損失 1,298 －

預託金貸倒引当金繰入額 － 1,760

賃貸借契約解約損 － 26,119

特別損失合計 97,913 31,343

税金等調整前四半期純利益 232,729 294,536

法人税、住民税及び事業税 125,893 115,830

法人税等調整額 34,471 56,368

法人税等合計 160,364 172,199

少数株主損失（△） △4,286 －

四半期純利益 76,652 122,337
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 232,729 294,536

減価償却費 619,861 604,228

減損損失 1,298 －

のれん償却額 130,538 132,680

貸倒引当金の増減額（△は減少） △66,258 △2,394

賞与引当金の増減額（△は減少） △445 △14,394

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △17,960 △20,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） △23,726 △72

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） － △41,097

ポイント引当金の増減額（△は減少） 24,796 2,758

受取利息及び受取配当金 △24,595 △26,249

支払利息 60,681 70,058

固定資産除売却損益（△は益） 4,024 3,463

投資有価証券売却損益（△は益） △41,775 －

投資有価証券評価損益（△は益） 61,010 －

売上債権の増減額（△は増加） 88,630 37,475

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,381 △57,961

支払債務の増減額（△は減少） △147,101 △172,285

その他 △71,074 △136,911

小計 817,253 673,834

利息及び配当金の受取額 12,827 18,206

利息の支払額 △60,673 △68,144

法人税等の支払額 △84,250 △400,540

営業活動によるキャッシュ・フロー 685,157 223,356

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 △697,159 △1,040,478

有形固定資産の売却による収入 － 63

無形固定資産の取得による支出 △5,665 △4,316

投資有価証券の取得による支出 △1,496 －

投資有価証券の売却による収入 94,533 －

その他 15,526 △6,153

投資活動によるキャッシュ・フロー △594,261 △1,050,883

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） △300,400 △200,000

長期借入れによる収入 1,600,000 2,850,000

長期借入金の返済による支出 △1,174,124 △1,151,270

自己株式の取得による支出 △20,815 △36

配当金の支払額 △130,800 △130,152

リース債務の返済による支出 △5,625 △8,679

その他 － 309

財務活動によるキャッシュ・フロー △31,765 1,360,171

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 59,130 532,644

現金及び現金同等物の期首残高 1,658,593 2,914,758

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,717,724 3,447,402
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