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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31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3四半期 27,007 △0.1 1,048 △22.9 1,012 △24.8 411 △37.3

21年3月期第3四半期 27,027 ― 1,360 ― 1,346 ― 656 ―

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3四半期 21.92 ―

21年3月期第3四半期 34.08 ―

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3四半期 22,456 13,527 60.0 717.24
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3四半期  13,474百万円 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

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 ― ― ― 13.00 13.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

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  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

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

―　1　―



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3四半期 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3四半期  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3四半期 18,787,144株 21年3月期第3四半期 19,278,135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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、世界的な経済の停滞の中で、一部では景気の

持ち直しの兆しが見られるものの、企業収益の低迷、雇用情勢や所得環境の悪化が続き、依然として

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、消費者の節約志向、低価格志向が一段と高まり、デフレ傾向が鮮明にな

るなど、非常に厳しい状態が続きました。 

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27店舗の新規出店を行

なうとともに、不採算店等20店舗の退店を行ない、当第３四半期連結累計期間末の店舗数は502店舗

となり、前年同期間末比１店舗増となりました。売上高につきましては、個人消費不振の影響を強く

受けて既存店売上高は前年同期比92.7%に止まりましたが、前第４四半期連結会計期間以降の新規出

店効果により、売上高はほぼ前年同期並みとなりました。品種別では、インポートバッグが低価格帯

のブランドを中心に売上を大幅に伸長し、また、ハンドバッグも低価格帯の商品が好調に推移したた

め、売上を伸長しました。一方、カジュアルバッグは売上が大幅に減少しております。卸売部門につ

きましては、取引先の減少等により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３四半期連結累計期間の売上高は27,007百万円（前年同期比0.1％減）、営業

利益は1,048百万円（前年同期比22.9％減）、経常利益は1,012百万円（前年同期比24.8％減）、四半

期純利益は411百万円（前年同期比37.3％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３四半期連結会計期間末の総資産は、有形固定資産の減少があったものの、売上債権や商品

及び製品等の増加等により、前連結会計年度末に比べて717百万円増加の22,456百万円となりまし

た。 

負債につきましては、未払法人税等の減少等があったものの、仕入債務の増加等により、前連結

会計年度末に比べて554百万円増加の8,929百万円となりました。 

また、純資産につきましては、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べて163百万

円増加の13,527百万円となりました。 

 

[キャッシュ・フローの状況] 

当第３四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、当第

２四半期連結会計期間末と比べて761百万円減少の782百万円（尚、前連結会計年度末と比べては、

107百万円の増加）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３四半期連結会計期間における営業活動による資金は、売上債権の増加やたな卸資産の増加

等により、トータルでは689百万円の減少となりました（尚、当第３四半期連結累計期間では802百

万円の増加）。また、前年同四半期連結会計期間と比べては、主として売上債権の減少や仕入債務

の増加等により697百万円の資金の増加となっております。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四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、78百万円の減少となりました（尚、当第３四半期連結累計期間では、294百万円の減少）。

また、前年同四半期連結会計期間と比べては、40百万円の増加となっております。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第３四半期連結会計期間における財務活動による資金は、主として社債の発行等により、トー
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タルでは7百万円の増加となりました（尚、当第３四半期連結累計期間では、400百万円の減少）。

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947百万円の資金の増加

でありましたので、これと比べると940百万円の減少となっております。 

 

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だまだ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と諸経費の節減

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10月30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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 810,520 703,420

受取手形及び売掛金 2,826,894 2,528,229

商品及び製品 8,396,816 7,767,244

原材料及び貯蔵品 37,750 46,366

繰延税金資産 74,887 186,593

その他 233,377 242,885

貸倒引当金 － △2,345

流動資産合計 12,380,247 11,472,394

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,135,562 1,124,284

土地 671,315 671,315

リース資産（純額） 876,658 861,007

その他（純額） 365,269 515,061

有形固定資産合計 3,048,806 3,171,669

無形固定資産   

リース資産 10,810 19,655

その他 85,078 95,680

無形固定資産合計 95,888 115,335

投資その他の資産   

投資有価証券 31,593 36,440

長期貸付金 － 5,680

繰延税金資産 309,475 281,656

敷金及び保証金 6,273,551 6,352,110

その他 317,314 309,431

貸倒引当金 － △5,680

投資その他の資産合計 6,931,935 6,979,640

固定資産合計 10,076,630 10,266,645

資産合計 22,456,878 21,739,040
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31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 3,993,654 3,166,302

1年内償還予定の社債 － 1,025,000

リース債務 333,974 322,055

未払法人税等 57,473 451,771

賞与引当金 95,694 264,223

役員賞与引当金 15,000 20,400

その他 1,276,260 1,140,482

流動負債合計 5,772,057 6,390,235

固定負債   

社債 1,600,000 500,000

リース債務 653,406 640,114

退職給付引当金 391,045 346,635

役員退職慰労引当金 110,861 116,881

その他 402,179 381,675

固定負債合計 3,157,492 1,985,308

負債合計 8,929,550 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 6,738,531 6,570,887

自己株式 △440,779 △440,779

株主資本合計 13,469,873 13,302,230

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,055 7,935

評価・換算差額等合計 5,055 7,935

新株予約権 52,398 53,330

純資産合計 13,527,327 13,363,496

負債純資産合計 22,456,878 21,739,040
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 27,027,384 27,007,963

売上原価 14,879,391 14,918,903

売上総利益 12,147,992 12,089,060

販売費及び一般管理費 10,787,431 11,040,317

営業利益 1,360,561 1,048,743

営業外収益   

受取利息 1,170 339

受取配当金 3,835 2,465

受取手数料 2,856 3,208

受取補償金 － 2,100

その他 5,760 12,866

営業外収益合計 13,623 20,979

営業外費用   

支払利息 18,502 31,454

社債発行費 － 19,719

支払保証料 4,031 3,881

その他 4,770 1,954

営業外費用合計 27,303 57,009

経常利益 1,346,880 1,012,713

特別利益   

受取補償金 25,486 －

貸倒引当金戻入額 8,000 －

賞与引当金戻入額 59,094 73,689

その他 9,894 16,331

特別利益合計 102,474 90,020

特別損失   

固定資産売却損 3,823 －

固定資産除却損 16,859 11,940

店舗閉鎖損失 21,404 30,441

減損損失 35,568 55,518

不正損失 － 9,079

その他 － 194

特別損失合計 77,655 107,174

税金等調整前四半期純利益 1,371,699 995,559

法人税、住民税及び事業税 573,453 497,830

法人税等調整額 141,263 85,853

法人税等合計 714,716 583,683

四半期純利益 656,982 411,876
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 1,371,699 995,559

減価償却費 343,385 591,535

減損損失 35,568 55,518

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,754 △8,026

受取利息及び受取配当金 △5,006 △2,805

支払利息 18,502 31,454

売上債権の増減額（△は増加） △230,037 △298,664

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,323,954 △620,956

仕入債務の増減額（△は減少） 453,501 827,352

賞与引当金の増減額（△は減少） △131,799 △168,528

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △542 △6,020

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △5,100 △5,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,786 44,409

固定資産売却損益（△は益） 3,823 －

固定資産除却損 16,859 11,940

社債発行費 － 19,719

未払消費税等の増減額（△は減少） △40,877 14,447

その他 △454,372 237,384

小計 47,682 1,718,919

利息及び配当金の受取額 5,007 2,817

利息の支払額 △16,728 △31,909

法人税等の支払額 △1,029,219 △887,811

営業活動によるキャッシュ・フロー △993,259 802,016

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 △491,159 △294,999

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 △481,457 △294,899

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 1,000,000 －

社債の発行による収入 － 1,080,280

社債の償還による支出 △15,000 △1,025,000

自己株式の取得による支出 △187,557 －

配当金の支払額 △252,718 △244,082

リース債務の返済による支出 － △260,091

割賦未払金の増加額 184,575 179,654

割賦未払金の減少額 △108,363 △130,777

財務活動によるキャッシュ・フロー 620,936 △400,016

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） △853,780 107,100

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 306,557 782,820
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(4) 継続企業の前提に関する事項 

 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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３

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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３

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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年12月31日） 
該当事項はありません。 

 

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年12月31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。 

 

 

（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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