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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3月21日～平成21年12月20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 21,297 ― 410 ― 294 ― 219 ―
21年3月期第3四半期 26,174 △8.6 1,027 △21.8 951 △23.0 543 △23.5

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 12.13 ―
21年3月期第3四半期 29.93 ―

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 19,728 6,943 35.2 384.42
21年3月期 19,631 7,040 35.9 388.97

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  6,943百万円 21年3月期  7,040百万円

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  有  
 

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 ― 15.00 15.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
10.00 10.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年3月21日～平成22年3月20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   

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 27,000 △14.9 260 △68.7 110 △84.8 130 △63.2 7.18
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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  無  

(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、５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 
 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。 
 業績予想の前提となる条件等については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
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 18,399,340株 21年3月期  18,399,340株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  336,272株 21年3月期  297,867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 18,074,291株 21年3月期第3四半期 18,168,553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（平成 21 年３月 21 日から平成 21 年 12 月 20 日まで）におけるわが国経済

は、政府による経済対策効果等により、徐々に回復の兆しが見受けられるものの、雇用情勢や所得環境

が好転しておらず、将来への不安から個人消費は引続き低迷しております。 

当社グループの属する衣服・身の回り品業界にあっても、企業間の価格競争がより一層激しくなり、

販売単価の下落と稼働顧客数の減少を引き起こしました。 

このような状況のもと、当社グループにおきましては、主幹事業であります卸売事業の成長基盤を強

固にするために、「新しい仕掛による営業拡大」と「営業効率向上による収益拡大」の確立を掲げ 

１．顧客ニーズに対応した丸光オリジナル商品（ＰＢ）を更に強化する 

２．収益拡大を実現するために、営業計数管理と営業の効率向上を図る 

３．営業拡大戦略の核である『アパレル事業』『ネット事業』『セット展示会事業』の再構築 

等に取組み、都市部衣料専門店と地方の大型店への事業拡大においては一定の成果を上げることが出来

ました。 

しかしながら、昨年来の衣料品業界の低迷は続いており、大変厳しい流通環境になっております。当

社グループにおいても子会社小売事業を含め、目標数値に到達することが出来ませんでした。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の卸売事業における売上高は 204 億 69 百万円、営業利益は 4

億 7 百万円となり、子会社における小売事業では、売上高は 8 億 27 百万円、営業利益は 3百万円となり

ました。 

当社グループ全体の当第３四半期連結累計期間の売上高は 212 億 97 百万円、営業利益は 4 億 10 百万

円、経常利益は 2 億 94 百万円、四半期純利益は 2 億 19 百万円となりました。 

なお、当社グループの場合、売上高及び利益が、第１及び第３四半期には高く、第２及び第４四半期

には低くなる傾向があります。 

 

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 197 億 28 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 97 百万

円増加いたしました。これは主として現金及び預金が 2 億 24 百万円、有形固定資産が 2 億 18 百万円減

少する一方で、売掛金が 6 億 7 百万円増加したことによるものであります。 

負債合計は 127 億 85 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 1 億 94 百万円増加いたしました。こ

れは主として短期借入金が 38 億 30 百万円減少する一方で、長期借入金が 36 億 95 百万円、１年内返済

予定の長期借入金が 6億 46 百万円増加したことによるものであります。 

純資産は 69 億 43 百万円となり、前連結会計年度末に比べて 97 百万円減少いたしました。これは主と

して利益剰余金が 52 百万円減少したことなどによります。 
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（キャッシュ・フローの分析） 

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、前連結会計年

度末に比べて 2 億 24 百万円減少し、5 億 86 百万円となりました。 

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フロー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３四半期連結累計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益 4 億

30 百万円、減価償却費 2 億 29 百万円があった一方、売上債権の増加 6 億 7 百万円、法人税等の支払

額 2 億 23 百万円等により、3 億 21 百万円の資金の減少となりました。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の回収による収入

25 百万円があった一方、貸付による支出 81 百万円、固定資産の取得による支出 76 百万円等により、

1 億 29 百万円の資金の減少となりました。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

当第３四半期連結累計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減少額 38 億

30 百万円、長期借入金の返済による支出 6 億 58 百万円があった一方、長期借入れによる収入 50 億円

等により、2億 26 百万円の資金の増加となりました。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の業績予想につきましては、第３四半期の実績及び今後の見通しを勘案し、平成 21 年 11 月２日

公表の予想数値を修正いたしました。詳細につきましては、本日別途開示しております「業績予想の修

正に関するお知らせ」をご覧ください。 
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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） 

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 

該当事項はありません。 

 

（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 

① 「四半期財務諸表に関する会計基準」及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」の適用 

第１四半期連結会計期間より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 19

年３月 14 日 企業会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会 平成 19 年３月 14 日 企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。また、「財務

諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成 20 年８月７日内

閣府令第 50 号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基

づいて作成しております。 

 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 18

年７月５日 企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低

下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

これにより、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益は、それぞれ 16,896 千円減少し

ております。 

 

③ リース取引に関する会計基準等の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第 13 号（平成５年６月 17

日（企業会計審議会第一部会）、平成 19 年３月 30 日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、

平成 19 年３月 30 日改正））が平成 20 年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸

表から適用することができるようになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基

準等を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リ

ース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法を採用しております。 

なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 
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（追加情報） 

１．有形固定資産の耐用年数の変更 

法人税法の改正(所得税法等の一部を改正する法律（平成 20 年４月 30 日 法律第 23 号）に伴い、法

定耐用年数が見直されました。これを契機とし、機械及び装置の耐用年数の見直しを行い、第１四半期

連結会計期間より一部の資産を除き、耐用年数を短縮して減価償却費を算定する方法に変更しておりま

す。 

この変更に伴う損益への影響は軽微であります。 

 

２．退職給付制度の改正について 

当社は、確定拠出年金法の施行に伴い、平成 21 年 11 月１日に退職金制度の一部について確定拠出年

金制度へ移行し、「退職給付制度間の移行等に関する会計処理」（企業会計基準適用指針第１号 平成 14

年１月 31 日）を適用しております。 

本移行により、当第３四半期連結累計期間の特別利益として、41,688 千円を計上しております。 
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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20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20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 586,298 810,473

売掛金 2,777,218 2,169,441

商品 1,082,746 1,104,029

繰延税金資産 31,255 110,931

その他 278,360 70,079

貸倒引当金 △13,440 △12,234

流動資産合計 4,742,439 4,252,720

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,412,890 3,577,342

機械装置及び運搬具（純額） 46,720 53,487

工具、器具及び備品（純額） 231,528 278,929

土地 9,944,960 9,944,960

有形固定資産合計 13,636,099 13,854,719

無形固定資産 64,037 47,637

投資その他の資産   

投資有価証券 350,540 367,102

繰延税金資産 286,230 378,882

差入保証金 587,857 641,963

その他 203,625 224,854

貸倒引当金 △141,865 △136,815

投資その他の資産合計 1,286,388 1,475,988

固定資産合計 14,986,525 15,378,345

資産合計 19,728,965 19,631,066
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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20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20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,069,121 1,000,734

短期借入金 3,600,000 7,430,000

1年内返済予定の長期借入金 1,109,884 463,600

未払法人税等 2,576 72,354

未払費用 428,491 375,441

賞与引当金 65,420 203,223

その他 132,833 185,453

流動負債合計 6,408,328 9,730,805

固定負債   

長期借入金 5,480,760 1,785,600

退職給付引当金 707,832 918,182

役員退職慰労引当金 86,834 52,583

その他 101,405 103,021

固定負債合計 6,376,832 2,859,387

負債合計 12,785,161 12,590,193

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,861,940 1,861,940

資本剰余金 1,456,450 1,456,450

利益剰余金 3,651,913 3,704,117

自己株式 △133,774 △120,814

株主資本合計 6,836,528 6,901,693

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 107,359 139,179

繰延ヘッジ損益 △84 －

評価・換算差額等合計 107,275 139,179

純資産合計 6,943,803 7,040,872

負債純資産合計 19,728,965 19,631,066
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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)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年12月20日) 

売上高 21,297,022

売上原価 16,531,634

売上総利益 4,765,388

販売費及び一般管理費 4,354,971

営業利益 410,416

営業外収益  

受取利息 6,265

受取配当金 5,757

受取賃貸料 9,817

その他 15,690

営業外収益合計 37,529

営業外費用  

支払利息 121,529

支払手数料 19,500

貸倒引当金繰入額 6,907

その他 5,038

営業外費用合計 152,975

経常利益 294,970

特別利益  

賞与引当金戻入額 105,687

退職給付制度終了益 41,688

保険代理店業務譲渡益 12,000

特別利益合計 159,376

特別損失  

減損損失 10,846

店舗閉鎖損失 6,000

固定資産除却損 2,213

投資有価証券評価損 4,347

特別損失合計 23,407

税金等調整前四半期純利益 430,939

法人税、住民税及び事業税 45,812

法人税等調整額 165,810

法人税等合計 211,622

四半期純利益 219,317
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【第３四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年９月21日 
 至 平成21年12月20日) 

売上高 7,654,640

売上原価 5,947,094

売上総利益 1,707,545

販売費及び一般管理費 1,449,171

営業利益 258,374

営業外収益  

受取利息 2,033

受取配当金 1,571

受取賃貸料 3,299

その他 6,845

営業外収益合計 13,750

営業外費用  

支払利息 40,043

貸倒引当金繰入額 4,104

その他 2,071

営業外費用合計 46,219

経常利益 225,905

特別利益  

退職給付制度終了益 41,688

特別利益合計 41,688

特別損失  

減損損失 10,846

店舗閉鎖損失 5,000

投資有価証券評価損 1,514

特別損失合計 17,361

税金等調整前四半期純利益 250,233

法人税、住民税及び事業税 △27,446

法人税等調整額 147,390

法人税等合計 119,943

四半期純利益 130,289
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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)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年12月20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 430,939

減価償却費 229,620

減損損失 10,846

固定資産除却損 2,213

店舗閉鎖損失 6,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,255

賞与引当金の増減額（△は減少） △137,802

退職給付引当金の増減額（△は減少） △210,349

受取利息及び受取配当金 △12,022

支払利息 121,529

売上債権の増減額（△は増加） △607,776

たな卸資産の増減額（△は増加） 21,968

仕入債務の増減額（△は減少） 68,387

その他 78,650

小計 8,462

利息及び配当金の受取額 12,022

利息の支払額 △118,323

法人税等の支払額 △223,679

営業活動によるキャッシュ・フロー △321,518

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △76,938

投資有価証券の取得による支出 △13,029

貸付けによる支出 △81,150

貸付金の回収による収入 18,250

出資金の回収による収入 10

差入保証金の差入による支出 △1,800

差入保証金の回収による収入 25,039

投資活動によるキャッシュ・フロー △129,617

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） △3,830,000

長期借入れによる収入 5,000,000

長期借入金の返済による支出 △658,556

自己株式の取得による支出 △12,960

配当金の支払額 △271,522

財務活動によるキャッシュ・フロー 226,961

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △224,174

現金及び現金同等物の期首残高 810,473

現金及び現金同等物の四半期末残高 586,298
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 19 年３月 14 日 企業

会計基準第 12 号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成 19 年３

月 14 日 企業会計基準適用指針第 14 号）を適用しております。 

また、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成 20 年８月

７日内閣府令第 50 号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期連結財務諸表規則に基づ

いて作成しております。 

 

（４）継続企業の前提に関する注記 

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】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年３月 21 日 至 平成 21 年 12 月 20 日） 

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「卸売事業」の割合がいずれも 90％を

超えているため、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】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年３月 21 日 至 平成 21 年 12 月 20 日） 

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

ん。 

 

【海外売上高】 

当第３四半期連結累計期間（自 平成 21 年３月 21 日 至 平成 21 年 12 月 20 日） 

海外売上高がないため、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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

(１)（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年３月 21 日 

  至 平成 20 年 12 月 20 日) 科 目 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 26,174,081

Ⅱ 売上原価 20,272,678

売上総利益 5,901,403

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,874,234

営業利益 1,027,168

Ⅳ 営業外収益 47,525

Ⅴ 営業外費用 122,736

経常利益 951,956

Ⅵ 特別利益 15,323

Ⅶ 特別損失 15,980

税金等調整前四半期純利益 951,299

税金費用 407,517

四半期(当期)純利益 543,782
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(２)（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成 20 年３月 21 日 

 至 平成 20 年 12 月 20 日) 

区 分 金額(千円) 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期(当期)純利益 951,299 

減価償却費 256,245 

固定資産除却損 980 

固定資産売却損益（△は益） △1,720 

店舗撤退損 15,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 62,656 

賞与引当金の増減額（△は減少） △122,510 

受取利息及び受取配当金 △13,686 

支払利息 119,356 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △558 

売上債権の増減額（△は増加） △759,934 

たな卸資産の増減額（△は増加） 13,699 

仕入債務の増減額（△は減少） 123,763 

その他 113,647 

小計 758,239 

利息及び配当金の受取額 13,686 

利息の支払額 △120,135 

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △729,501 

営業活動によるキャッシュ・フロー △77,710 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △46,939 

固定資産の売却による収入 217,400 

投資有価証券の取得による支出 △2,385 

貸付金の回収による収入 18,000 

出資金の回収による収入 500 

差入保証金の差入による支出 ― 

差入保証金の回収による収入 2,324 

その他 ― 

投資活動によるキャッシュ・フロー 188,899 

Ⅲ 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） 300,000 

長期借入金の返済による支出 △527,700 

自己株式の取得による支出 △13,028 

配当金の支払額 △272,838 

財務活動によるキャッシュ・フロー △513,566 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額(△)） △402,378 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 980,303 

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高 577,925 
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