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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）

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3四半期 54,705 1.5 660 △3.1 774 △5.8 359 20.7
21年3月期第3四半期 53,897 ― 681 ― 822 ― 297 ―

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 11.06 ―
21年3月期第3四半期 9.15 ―

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 35,456 13,545 38.2 416.63
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3四半期  13,544百万円 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  無   

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

- 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  
（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3四半期 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3四半期  1,270,969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3四半期 32,508,865株 21年3月期第3四半期 32,557,826株

- 2 -





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 4,403,615 2,914,758

売掛金 1,654,363 1,401,939

商品 1,827,133 1,331,440

仕掛品 299 846

原材料及び貯蔵品 67,204 50,083

その他 1,092,095 1,022,689

貸倒引当金 △177,564 △116,558

流動資産合計 8,867,147 6,605,200

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,357,250 7,025,242

土地 10,012,830 9,447,049

その他（純額） 1,713,724 1,332,481

有形固定資産合計 19,083,805 17,804,774

無形固定資産   

のれん 1,385,955 500,002

その他 364,859 297,157

無形固定資産合計 1,750,815 797,160

投資その他の資産   

敷金及び保証金 4,105,849 3,655,676

その他 1,935,534 2,070,493

貸倒引当金 △287,018 △241,969

投資その他の資産合計 5,754,365 5,484,200

固定資産合計 26,588,987 24,086,135

資産合計 35,456,134 30,691,335

負債の部   

流動負債   

買掛金 6,267,476 4,049,404

短期借入金 3,159,330 3,702,000

1年内返済予定の長期借入金 2,861,125 2,111,918

未払法人税等 137,261 437,779

賞与引当金 169,762 361,432

その他 1,990,662 1,508,116

流動負債合計 14,585,617 12,170,650

固定負債   

社債 110,000 －

長期借入金 6,139,545 4,087,635

受入敷金保証金 886,369 792,458

- 1 -



（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) 

その他 188,820 235,440

固定負債合計 7,324,734 5,115,533

負債合計 21,910,351 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 9,609,716 9,510,191

自己株式 △304,847 △304,773

株主資本合計 13,679,196 13,579,746

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △134,988 △174,595

評価・換算差額等合計 △134,988 △174,595

新株予約権 1,573 －

純資産合計 13,545,782 13,405,151

負債純資産合計 35,456,134 30,691,335
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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 53,199,787 53,974,774

売上原価 40,558,874 40,866,053

売上総利益 12,640,912 13,108,721

不動産賃貸収入 697,380 730,443

営業総利益 13,338,292 13,839,164

販売費及び一般管理費 12,656,992 13,178,724

営業利益 681,300 660,440

営業外収益   

受取利息 24,334 23,067

受取配当金 10,872 12,203

受取手数料 43,920 42,643

持分法による投資利益 1,013 11,427

その他 161,768 160,840

営業外収益合計 241,910 250,182

営業外費用   

支払利息 89,459 112,588

その他 11,317 23,240

営業外費用合計 100,777 135,829

経常利益 822,434 774,793

特別利益   

固定資産売却益 819 0

投資有価証券売却益 41,797 －

貸倒引当金戻入額 18,535 591

保険解約返戻金 － 26,321

特別利益合計 61,153 26,913

特別損失   

固定資産除却損 5,272 3,680

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 153,980 －

減損損失 1,298 －

預託金貸倒引当金繰入額 1,450 1,760

賃貸借契約解約損 － 26,119

特別損失合計 193,581 31,560

税金等調整前四半期純利益 690,006 770,146

法人税、住民税及び事業税 316,771 300,167

法人税等調整額 79,540 110,382

法人税等合計 396,311 410,550

少数株主損失（△） △4,286 －

四半期純利益 297,981 359,596
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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 690,006 770,146

減価償却費 950,306 941,371

減損損失 1,298 －

のれん償却額 196,878 248,796

貸倒引当金の増減額（△は減少） △16,618 53,020

賞与引当金の増減額（△は減少） △183,685 △200,550

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） △23,489 △1,310

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） 26,903 4,848

受取利息及び受取配当金 △35,207 △35,270

支払利息 89,459 112,588

固定資産除売却損益（△は益） 4,453 3,680

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） 153,980 －

売上債権の増減額（△は増加） △385,653 △186,605

たな卸資産の増減額（△は増加） △325,326 △409,814

支払債務の増減額（△は減少） 1,574,172 1,453,769

その他 11,686 △24,197

小計 2,669,429 2,669,376

利息及び配当金の受取額 16,821 20,917

利息の支払額 △87,587 △108,317

法人税等の支払額 △141,175 △637,285

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,457,487 1,944,690

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 △824,597 △1,286,805

有形固定資産の売却による収入 1,002 63

無形固定資産の取得による支出 △7,124 △31,545

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 10,004

子会社株式の取得による支出 － △1,680,000

敷金及び保証金の差入による支出 － △188,818

貸付金の回収による収入 － 422,919

定期預金の払戻による収入 － 300,000

その他 36,512 △75,599

投資活動によるキャッシュ・フロー △701,169 △2,529,781

- 4 -



（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) 

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） △150,400 △732,501

長期借入れによる収入 1,600,000 4,200,000

長期借入金の返済による支出 △1,740,951 △1,808,922

自己株式の取得による支出 △20,965 △74

配当金の支払額 △238,593 △258,193

リース債務の返済による支出 △9,882 △13,422

その他 － 1,573

財務活動によるキャッシュ・フロー △560,792 1,388,460

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,195,525 803,369

現金及び現金同等物の期首残高 1,658,593 2,914,758

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 － 685,486

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,854,119 4,403,615
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