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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 23,718 △7.2 972 61.1 1,053 68.5 753 234.6
21年3月期第3四半期 25,559 ― 603 ― 625 ― 225 ―

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 65.11 63.75
21年3月期第3四半期 18.52 18.30

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 13,422 5,676 40.6 471.25
21年3月期 12,763 5,005 37.5 413.39

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  5,449百万円 21年3月期  4,787百万円

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 ― 12.00 12.00
22年3月期 ― 0.00 ―
22年3月期 

（予想）
15.00 15.00

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   

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 31,700 △6.5 1,080 16.9 1,200 17.2 670 23.4 57.92



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） 

(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予想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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等については、
３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 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 12,764,732株 21年3月期  12,764,732株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,200,058株 21年3月期  1,182,489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 11,567,154株 21年3月期第3四半期 12,156,261株



 当第3四半期連結累計期間におけるわが国経済は、中国を中心とするアジア新興国向けの輸出の増加や国内景気対策

の効果もあって、総じて見れば回復基調となりました。しかしながら、景気の水準自体は依然として低水準にあり、

また、これまでの急速な需要減少を背景とした大幅な需給の不均衡が、デフレ圧力や雇用環境の悪化といった形で重

くのしかかっていることから、消費マインドは冷え込んだままであり、引き続き厳しい状況が継続しました。 

このような環境下ではありましたが、当第3四半期連結累計期間の売上高は、国内では、新商材として取り組んだ

大手専門店向けのアロマ関連製品などの生活雑貨が引き続き好調に売上を伸ばした一方、直営店網の拡充によりドイ

ツ製コンフォートシューズ「ビルケンシュトック」の売上も順調に推移しました。しかしながら、国内全体で見れ

ば、消費低迷の影響を受けて、家電製品や家具などが前年比減少したことから、前年同期を下回る実績となりまし

た。 

海外においては、ハウスウェア事業の組織再編が奏功し、中国からの欧州大手ハウスウェアメーカー向けの輸出が

大きく伸長、米国向けハウスウェアの輸出も前年比堅調に推移しました。また、新たな商材として、日本向けの衛生

用品の輸出が始まりました。一方、台湾子会社による欧米向け家具の輸出は欧米の景気低迷の影響などで大幅に減

少、また、採算重視の受注戦略を採用している三發電器製造廠有限公司の売上高も前年同期比、大幅に減少しまし

た。その結果、連結の売上高については、円高による海外売上高円換算額の大幅減少もあり、前年同期比7.2％減少の

237億1千8百万円となりました。 

利益面におきましては、国内では専門店向けの生活雑貨や㈱ビルケンシュトックジャパンの売上増、海外において

は、中国からの欧米ハウスウェアメーカー向け輸出の増加や衛生用品の新規対日輸出増に三發電器製造廠有限公司の

採算性の向上が加わり、売上総利益が増加しました。営業利益は、販売費及び一般管理費が前年同期並みの水準に収

まったことから、前年同期比61.1％増加の9億7千2百万円となりました。経常利益につきましては、営業利益の増加に

加え、為替予約に係る評価損益の改善や支払利息が減少したことにより、前年同期比68.5％増加の10億5千3百万円と

なりました。また、経常利益の増加と法人税等調整額の減少等から、四半期純利益は前年同期比234.6％増加の7億5千

3百万円となりました。 

当第3四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ6億5千8百万円増加の134億2千2百万円となりま

した。第3四半期末は金融機関が年末休日ということから、例年、月末に予定される売上債権の回収が翌月にずれ込み

ます。当第3四半期末につきましても、例年同様、大口取引先を含めて売上債権の回収が翌月にずれ込み、また、それ

による短期借入金が増加しており、総資産の増加要因となりました。 

負債合計は、前連結会計年度末に比べ1千1百万円減少の77億4千6百万円となりました。これは主に仕入債務が減少

したことによるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べ6億7千万円増加の56億7千6百万円となりました。これは主に利益剰余金が

増加したことによるものです。 

自己資本比率は、前連結会計年度末に比べ3.1ポイント増加の40.6％となりました。 

第3四半期連結累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成21年5月15日付「平成

21年3月期決算短信」にて発表いたしました平成22年3月期の業績予想（連結・個別）および年間配当予想を修正して

おります。 

詳細につきましては、本日付で別途開示しております「平成22年3月期業績予想および期末配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報



該当事項はありません。 

  

  

1.固定資産の減価償却費の算定方法 

 固定資産の減価償却費の算定方法は、年度予算に基づく年間償却予定額を期間按分する方法としておりま 

す。        

    2.棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略して前連結会計年度末の実地棚

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、棚卸資産の簿価切下げに関し

ては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によってお

ります。 

 3.一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと 

認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

   

該当事項はありません。 

  

  

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）

（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

（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



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 1,357,559 1,227,940

受取手形及び売掛金 4,516,302 3,892,881

有価証券 12,404 7,865

商品及び製品 2,865,292 2,960,092

仕掛品 42,909 35,411

原材料及び貯蔵品 213,427 203,111

その他 566,657 589,818

貸倒引当金 △11,491 △9,512

流動資産合計 9,563,062 8,907,609

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,499,175 1,527,440

減価償却累計額 △1,002,373 △984,614

建物及び構築物（純額） 496,801 542,826

機械装置及び運搬具 411,589 403,960

減価償却累計額 △274,428 △260,458

機械装置及び運搬具（純額） 137,161 143,502

土地 885,286 897,577

その他 594,947 549,848

減価償却累計額 △453,167 △411,364

その他（純額） 141,779 138,484

有形固定資産合計 1,661,029 1,722,391

無形固定資産 343,662 286,513

投資その他の資産   

投資有価証券 1,206,171 1,239,617

その他 762,638 716,204

貸倒引当金 △113,920 △108,386

投資その他の資産合計 1,854,889 1,847,434

固定資産合計 3,859,580 3,856,339

資産合計 13,422,642 12,763,948



（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 1,335,807 1,497,456

短期借入金 4,100,026 3,851,000

未払法人税等 214,438 173,108

賞与引当金 200,675 239,422

その他の引当金 24,363 29,300

その他 1,431,195 1,504,433

流動負債合計 7,306,505 7,294,720

固定負債   

退職給付引当金 180,532 190,732

その他の引当金 15,791 21,812

その他 243,538 250,755

固定負債合計 439,861 463,301

負債合計 7,746,367 7,758,021

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,000,914 1,000,914

資本剰余金 645,678 645,678

利益剰余金 4,834,405 4,220,206

自己株式 △311,177 △307,101

株主資本合計 6,169,820 5,559,698

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △128,966 △112,636

繰延ヘッジ損益 6,597 △83,064

土地再評価差額金 53,080 53,080

為替換算調整勘定 △650,735 △629,087

評価・換算差額等合計 △720,023 △771,707

新株予約権 50,361 29,300

少数株主持分 176,117 188,635

純資産合計 5,676,275 5,005,926

負債純資産合計 13,422,642 12,763,948



（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 25,559,522 23,718,997

売上原価 19,768,024 17,557,458

売上総利益 5,791,497 6,161,538

販売費及び一般管理費   

販売費 959,212 900,111

一般管理費 4,228,629 4,288,752

販売費及び一般管理費合計 5,187,842 5,188,864

営業利益 603,655 972,674

営業外収益   

受取利息 6,526 1,422

受取配当金 15,163 14,572

為替差益 43,104 31,616

デリバティブ評価益 － 7,396

持分法による投資利益 47,140 53,371

その他 23,996 11,339

営業外収益合計 135,930 119,718

営業外費用   

支払利息 69,024 36,974

デリバティブ評価損 43,174 －

その他 2,243 2,052

営業外費用合計 114,441 39,026

経常利益 625,144 1,053,365

特別利益   

固定資産売却益 202,234 115,166

受取立退料 22,300 －

その他 4,346 2,208

特別利益合計 228,880 117,375

特別損失   

固定資産売却損 53 670

固定資産除却損 4,617 8,653

投資有価証券評価損 42,304 －

事業整理損 － 31,974

その他 2,330 1,413

特別損失合計 49,305 42,712

税金等調整前四半期純利益 804,719 1,128,029

法人税、住民税及び事業税 221,640 347,044

法人税等調整額 292,367 27,348

法人税等合計 514,007 374,393

少数株主利益 65,638 449

四半期純利益 225,073 753,185



（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 804,719 1,128,029

減価償却費 148,086 160,096

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,772 7,575

賞与引当金の増減額（△は減少） △56,715 △38,623

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,524 △16,275

受取利息及び受取配当金 △21,689 △15,994

持分法による投資損益（△は益） △31,816 △61,620

支払利息 69,024 36,974

固定資産除却損 4,617 8,653

固定資産売却損益（△は益） △202,180 △114,496

投資有価証券売却損益（△は益） △696 △691

投資有価証券評価損益（△は益） 42,304 －

売上債権の増減額（△は増加） △1,243,638 △776,107

たな卸資産の増減額（△は増加） △971,745 81,914

仕入債務の増減額（△は減少） 20,817 △183,645

未払消費税等の増減額（△は減少） △23,951 35,859

その他 39,725 245,159

小計 △1,429,388 496,807

利息及び配当金の受取額 21,689 15,994

利息の支払額 △66,616 △35,773

法人税等の支払額 △213,552 △359,012

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,687,867 118,015

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 △153,737 △97,270

有形固定資産の売却による収入 487,819 143,302

無形固定資産の取得による支出 － △73,155

投資有価証券の取得による支出 △107,297 △42,170

投資有価証券の売却による収入 33,978 11,957

子会社株式の追加取得による支出 － △16,321

貸付けによる支出 △850 △32,631

貸付金の回収による収入 1,116 2,219

関係会社株式の売却による収入 － 94,721

その他 △206,642 △53,527

投資活動によるキャッシュ・フロー 54,385 △62,876

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） 1,517,160 256,030

長期借入金の返済による支出 △7,989 －

自己株式の取得による支出 △255,256 △4,167

配当金の支払額 △126,234 △138,986

少数株主からの払込みによる収入 7,999 －

その他 △267 △13,145

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,135,414 99,731

現金及び現金同等物に係る換算差額 △56,289 △25,251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △554,357 129,618

現金及び現金同等物の期首残高 1,365,473 1,227,940

現金及び現金同等物の四半期末残高 811,116 1,357,559



 該当事項はありません。 

  

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） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の金額の合計額に占める生活関連用品事業

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。 

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） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の金額の合計額に占める生活関連用品事業

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。 

  

  

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）  

（注）1. 国又は地域は、地理的近接度によっております。 

2. 本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は以下のとおりであります。 

   その他   ……マレーシア・フィリピン・タイ 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本 

（千円） 

中国 

（千円） 

台湾 

（千円） 

その他 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社  

（千円） 

連結  

（千円）

売上高            

(1)外部顧客に対する売上高 14,175,151 8,946,784 2,230,296 207,290 25,559,522 － 25,559,522 

(2)

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
99,063 1,862,250 254,865 1,413,304 3,629,484 (3,629,484) － 

  計 14,274,214 10,809,035 2,485,161 1,620,595 29,189,006 (3,629,484) 25,559,522 

 
営業利益又は 

営業損失(△) 
442,543 92,950 △12,308 98,669 621,855 △18,199 603,655 

  
日本 

（千円） 

中国 

（千円） 

台湾 

（千円） 

その他 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は 

全社  

（千円） 

連結  

（千円）

売上高            

(1)外部顧客に対する売上高 14,568,741 8,225,745 836,246 88,264 23,718,997 － 23,718,997 

(2)

 

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
92,071 1,996,696 167,991 1,152,900 3,409,660 (3,409,660) － 

  計 14,660,812 10,222,441 1,004,238 1,241,165 27,128,657 (3,409,660) 23,718,997 

 
営業利益又は 

営業損失(△) 
668,919 277,559 △95,234 128,970 980,214 △7,540 972,674 



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） 

 （注）1. 上記海外売上高は、当社および国内子会社の輸出売上高および外国間売上高、ならびに海外子会社の売上高

から、日本向け売上高を控除した額の合計額（ただし、連結会社間の内部売上高を除く）となっておりま

す。 

2. 国または地域の区分の方法および各区分に属する主な国または地域 

(1）国または地域の区分は、地理的近接度によっております。 

(2）各区分に属する主な国または地域 

イ）欧州    ……イタリア・ドイツ・英国 

ロ）北米    ……米国・カナダ 

ハ）その他の地域……中国 

  

  

 該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕

  欧州 北米 その他の地域  計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 5,884,443 3,220,557 854,531 9,959,533 

Ⅱ 連結売上高（千円）       25,559,522 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
23.0 12.6 3.4 39.0 

  欧州 北米 その他の地域  計 

Ⅰ 海外売上高（千円） 5,410,452 2,150,409 604,523 8,165,385 

Ⅱ 連結売上高（千円）       23,718,997 

Ⅲ 連結売上高に占める海外売上高

の割合（％） 
22.8 9.1 2.5 34.4 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



 平成22年2月5日開催の当社取締役会において、当社の連結子会社である台湾三栄股份有限公司の固定資産を譲渡

することを決議し、平成22年2月9日に契約書を締結し、平成22年3月31日に物件の引き渡しを予定しております。 

(1)当該子会社の概要 

(2)譲渡の理由 

  台湾三栄股份有限公司は、主に欧米向けに家具等の輸出を取り扱っておりますが、同社の主な商品調達先である

台湾系メーカーが、ここ10年ほど前から中国華南地域に進出する動きが顕著となっており、当社としても、これに

合わせて、営業担当者の異動をはじめ、業務の軸足を中国華南地区へ移動させております。 

  このような状況から、同社事務所内の遊休スペースが増大していますが、一方で、同事務所が存在する建物自

体、築後38年が経過し、老朽化が進んでいることもあり、同社としては当該事務所不動産の売却と、業務実態に則

した新たな事務所スペースの確保を積極的に検討してまいりました。 

  斯様な状況下、同社は昨年5月に当該不動産の一部を既に売却しておりますが、今般、残りのスペースについても

売却できる運びとなりました。なお、当該固定資産の譲渡益は約122百万円になる見込みですが、台湾三栄股份有

限公司は12月決算のため、次年度の平成23年3月期連結決算において特別利益に計上する予定です。 

(3)譲渡資産の内容 

(4)譲渡先の概要 

（重要な後発事象）

商号 台湾三栄股份有限公司 

所在地 台北市中山区長安東路１段36号9F 

代表者 永田  明 

資産の内容及び所在地 帳簿価額 譲渡価額 現況 

土地：702.00㎡（1,320分の120） 

建物：618.54㎡ 

台北市中山区長安東路一段 

36号9楼 

33百万円 

  （12,016千NT$） 

163百万円 

  （58,000千NT$） 

  

事務所 

譲渡先名 明曙企業股份有限公司 

所在地 台北市中山区長安東路１段36号10F 

当社との関係 特になし 
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