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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 4,889 △2.5 162 69.3 124 ― 84 ―
21年3月期第2四半期 5,016 ― 96 ― △208 ― △185 ―

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 1,680.15 1,664.22
21年3月期第2四半期 △7,386.50 ―

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 12,493 4,572 36.6 90,974.46
21年3月期 12,586 4,541 36.1 90,361.31

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,572百万円 21年3月期  4,541百万円

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  
当社は定款において期末日を配当基準と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。 

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 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― ― ―

3.  平成22年3月期の業績予想（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）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
各期末時為替レートにより為替差益又は為替差損となる可能性があり、現段階におきましてこの為替動向を予想することは困難であるため、平成22年３月
期の業績予想におきましては、為替差損益を加味しておりません。 

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

通期 10,629 1.2 520 2.4 465 ― 266 ― 5,292.90



4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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） 

(3) 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2四半期 50,256株 21年3月期  50,256株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  ―株 21年3月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 50,256株 21年3月期第2四半期 25,109株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
業績予想に関する事項は４ページ 定性的情報・財務諸表等 ３．業績予想に関する定性的情報をご覧ください。本資料に記載されている業績予想に関する
記載は、現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の実績は、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。 
 
（その他特記事項） 
当社は、平成20年10月１日付けで、その所有する株式１株を２株に分割しております。当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合の平成21年３月
期第２四半期における１株当たり四半期純損失は3,693円25銭であります。 



当第２四半期累計期間における国内経済は、自動車業界にはエコカー補助、家電業界にはエコポイントなどの

経済対策の効果が現れ、在庫調整も一巡し景気の底打ちも見られたものの、失業率の高止まり、個人消費の低迷

等により経済情勢悪化へのリスクが混在した様相を呈しております。 

当業界におきましても、夏季に強いと言われるビール類の消費が減少傾向を示すなど、景気減速による個人消

費者の生活防衛意識の強まりが感じられました。 

このような状況の中、当社は、前期に続いて販売平均単価の低下傾向を受けつつも、販売本数は大幅な増加傾

向を示す状況となっております。 

海外拠点である香港は、第２店舗の早期出店を促すなど、開店以来好調に売上実績を積み重ねております。ま

た、シンガポールにおきましては、卸し営業を主体の営業活動並びに当社の認知度向上活動を行うに従い徐々に

実績を積み上げつつあります。 

売上高は、当第２四半期累計期間4,889百万円（前年同期は売上高5,016百万円）となりました。これは、プリ

ムール売上が前年同期427百万円に対し、237百万円と190百万円の減少は売上計画策定時に見込んでおりました

が、香港並びに国内各部門が堅調に推移したことによります。 

当第２四半期累計期間は、エクスクルーシブ商品の販売増加、原価率の改善を受け、営業利益162百万円（前

年同期は営業利益96百万円）、前期末日と当第２四半期末日の為替予約時価評価の洗替えによる為替差益166百

万円、決済等の為替差損170百万円により、為替差損４百万円を含めて、経常利益124百万円（前年同期は経常損

失208百万円）を計上することとなりました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間といたしましては四半期純利益84百万円（前年同期は四半期純損失185百

万円）となりました。 

  

  

(1) 財政状態の分析 

  （資産の部） 

  当第２四半期会計期間末の資産は、前事業年度末に比べ92百万円減少し、12,493百万円となりました。 

 商品546百万円の増加、未着商品132百万円の増加等があった一方、現金及び預金323百万円の減少、前渡金

215百万円の減少、未収還付法人税等223百万円の減少等があったことによるものです。 

  

（負債の部） 

  当第２四半期会計期間末の負債は、前事業年度末に比べ123百万円減少し、7,921百万円となりました。 

  買掛金535百万円の増加、長期借入金145百万円の増加等があった一方、１年内償還予定の社債600百万円の減

少、為替予約160百万円の減少、社債40百万円の減少等があったことによるものです。 

  

（純資産の部） 

 当第２四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ30百万円増加し、4,572百万円となりました。四半

期純利益84百万円計上、配当金の支払50百万円があったことによるものです。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期会計期間における現金及び現金同等物は、第１四半期会計期間末から331百万円減少し、当第２

四半期会計期間末は2,470百万円となりました。 

   当第２四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動によるキャッシュ・フローは、111百万円の収入（前年同四半期は550百万円の支出）となりました。

 これは主に、仕入債務の増加額488百万円（前年同四半期は488百万円増加）、減価償却費32百万円の計上（前

年同四半期は34百万円計上）があった一方、たな卸資産の増加額408百万円（前年同四半期は342百万円増加）が

あったことによるものです。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報



（投資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・フローは、29百万円の支出（前年同四半期は113百万円の支出）となりました。 

 これは主に、定期預金の払戻による収入395百万円（前年同四半期は304百万円の収入）があった一方、定期預

金の預入による支出429百万円（前年同四半期は338百万円の支出）があったことによるものです。 

  

（財務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・フローは、383百万円の支出（前年同四半期は228百万円の収入）となりました。

 これは主に、長期借入金の返済による支出372百万円（前年同四半期は159百万円の支出）があったことによる

ものです。 

  

平成21年５月14日付の平成21年３月期決算短信で発表した平成22年３月期通期業績予想に変更はありません。 

  

該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。  

   

当第２四半期会計期間より、一部取引先との間でヘッジ会計の要件を充たしたため、外貨建仕入債務及び外貨

建予定取引に関する為替予約の一部について、ヘッジ会計を適用しております。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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

（３）追加情報



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,058,805 3,382,749

売掛金 859,709 828,670

商品 3,887,746 3,340,802

未着商品 530,679 398,086

貯蔵品 24,959 19,742

前渡金 1,821,414 2,037,274

繰延税金資産 244,492 271,943

未収還付法人税等 550 224,438

その他 52,232 58,500

貸倒引当金 △1,730 △1,730

流動資産合計 10,478,860 10,560,478

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 881,039 920,273

構築物（純額） 1,855 1,979

工具、器具及び備品（純額） 94,557 100,595

土地 754,353 754,353

建設仮勘定 6,572 －

有形固定資産合計 1,738,379 1,777,201

無形固定資産 25,323 26,096

投資その他の資産   

破産更生債権等 － 4,369

関係会社株式 13,050 －

敷金及び保証金 201,234 198,347

その他 36,821 24,412

貸倒引当金 － △4,369

投資その他の資産合計 251,105 222,759

固定資産合計 2,014,807 2,026,057

資産合計 12,493,667 12,586,536



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

輸入支払手形 54,115 51,525

買掛金 1,203,749 668,459

1年内返済予定の長期借入金 1,109,600 1,089,600

1年内償還予定の社債 80,000 680,000

未払金 366,370 303,736

設備関係未払金 2,465 36,823

割賦未払金 － 1,084

未払費用 77,475 76,387

未払法人税等 19,678 14,695

未払消費税等 8,101 14,235

前受金 300,985 412,173

為替予約 813,671 974,137

賞与引当金 75,405 88,859

ポイント引当金 23,511 22,947

その他 48,605 17,531

流動負債合計 4,183,736 4,452,195

固定負債   

社債 140,000 180,000

長期借入金 3,257,700 3,112,500

退職給付引当金 125,467 114,652

役員退職慰労引当金 165,449 153,839

その他 49,301 32,151

固定負債合計 3,737,918 3,593,142

負債合計 7,921,655 8,045,338

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,645,293 1,645,293

資本剰余金 1,635,293 1,635,293

利益剰余金 1,294,792 1,260,610

株主資本合計 4,575,379 4,541,197

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △3,366 －

評価・換算差額等合計 △3,366 －

純資産合計 4,572,012 4,541,197

負債純資産合計 12,493,667 12,586,536



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 5,016,871 4,889,444

売上原価 3,038,982 2,839,491

売上総利益 1,977,888 2,049,953

販売費及び一般管理費 1,881,770 1,887,266

営業利益 96,118 162,686

営業外収益   

受取利息 3,895 1,977

受取家賃 10,717 1,793

法人税等還付加算金 － 6,499

その他 2,334 4,917

営業外収益合計 16,947 15,188

営業外費用   

支払利息 24,050 38,584

社債利息 7,812 4,723

為替差損 285,628 4,917

その他 4,278 4,743

営業外費用合計 321,769 52,968

経常利益又は経常損失（△） △208,703 124,905

特別損失   

固定資産除却損 76,280 321

特別損失合計 76,280 321

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △284,983 124,584

法人税、住民税及び事業税 10,180 10,385

法人税等調整額 △109,696 29,761

法人税等合計 △99,516 40,146

四半期純利益又は四半期純損失（△） △185,467 84,437



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 2,247,144 2,384,774

売上原価 1,353,112 1,401,408

売上総利益 894,032 983,365

販売費及び一般管理費 944,681 969,153

営業利益又は営業損失（△） △50,648 14,212

営業外収益   

受取利息 3,338 1,451

受取家賃 5,358 1,044

法人税等還付加算金 － 6,499

その他 684 1,409

営業外収益合計 9,381 10,404

営業外費用   

支払利息 12,096 19,043

社債利息 3,709 1,951

為替差損 788,884 212,477

その他 1,942 883

営業外費用合計 806,632 234,355

経常損失（△） △847,899 △209,739

特別損失   

固定資産除却損 3,277 －

特別損失合計 3,277 －

税引前四半期純損失（△） △851,176 △209,739

法人税、住民税及び事業税 △254,332 5,295

法人税等調整額 △84,020 △76,676

法人税等合計 △338,353 △71,381

四半期純損失（△） △512,823 △138,357



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△284,983 124,584

減価償却費 65,640 64,558

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,731 10,815

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,102 11,610

賞与引当金の増減額（△は減少） 11,242 △13,454

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △4,369

ポイント引当金の増減額（△は減少） △392 564

受取利息 △3,895 △1,977

支払利息 24,050 38,584

為替差損益（△は益） 5,233 19,247

社債利息 7,812 4,723

固定資産除却損 76,280 321

デリバティブ評価損益（△は益） △595 △433

売上債権の増減額（△は増加） △203,409 △142,227

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,101,082 △684,754

仕入債務の増減額（△は減少） 1,336,250 635,161

未払金の増減額（△は減少） △51,042 △6,077

未払費用の増減額（△は減少） 9,716 3,342

未払消費税等の増減額（△は減少） － △6,133

未収消費税等の増減額（△は増加） △29,909 －

その他 85,716 54,312

小計 △26,535 108,398

利息の受取額 3,895 1,977

利息の支払額 △31,458 △45,428

法人税等の支払額 △275,213 △10,317

法人税等の還付額 － 222,950

営業活動によるキャッシュ・フロー △329,311 277,580

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △467,492 △564,207

定期預金の払戻による収入 412,824 509,708

有形固定資産の取得による支出 △139,443 △50,407

無形固定資産の取得による支出 － △4,689

関係会社株式の取得による支出 － △13,050

敷金及び保証金の差入による支出 △7,429 △4,098

敷金及び保証金の回収による収入 859 286

預り保証金の返還による支出 － △1,000

預り保証金の受入による収入 1,000 －

預り敷金の受入による収入 － 18,473

その他 △4,100 534

投資活動によるキャッシュ・フロー △203,780 △108,450



（単位：千円）

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

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

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 700,000 800,000

長期借入金の返済による支出 △322,940 △634,800

社債の償還による支出 △380,000 △640,000

割賦債務の返済による支出 △3,717 △1,084

株式の発行による収入 1,660 －

配当金の支払額 △49,538 △50,475

その他 △3,835 △1,966

財務活動によるキャッシュ・フロー △58,371 △528,327

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,233 △19,247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △596,696 △378,444

現金及び現金同等物の期首残高 2,203,034 2,849,241

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,606,337 2,470,797



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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