
   

  

１．平成23年3月期第１四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年6月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成23年3月期の連結業績予想（平成22年4月1日～平成23年3月31日） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

23年3月期第１四半期  7,154  △0.7  251  97.9  309  124.1  237  129.6

22年3月期第１四半期  7,203  0.4  126  16.0  137  71.0  103  128.5

  
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 

23年3月期第１四半期  20  51  20  08

22年3月期第１四半期  8  93  8  82

  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 

23年3月期第１四半期  13,120  5,746  42.0  476  19

22年3月期  12,574  5,793  44.3  482  04

（参考）自己資本 23年3月期第１四半期 5,506百万円 22年3月期 5,574百万円

  
年間配当金

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 

22年3月期  －        0 00 －     15 00  15  00

23年3月期  －      

23年3月期（予想）  0 00 －     15 00  15  00

  （％表示は、通期は対前期、第２四半期（累計）は対前年同四半期増減率）

  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 

第２四半期（累計）  15,000  △3.1  420  △0.5  460  △1.9  180  △45.6  15  57

通期  32,500  3.9  1,240  5.4  1,300  1.7  610  △22.4  52  75



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．2「2.その他の情報」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規     ―   社                        除外     ―   社 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用：有 

（注）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の有無となります。 

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

（４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時

点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※  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

となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付資料）2ページ「1.当

四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年3月期１Ｑ 12,764,732株 22年3月期 12,764,732株

②  期末自己株式数 23年3月期１Ｑ 1,201,191株 22年3月期 1,200,362株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期１Ｑ 11,563,541株 22年3月期１Ｑ 11,570,183株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

   当第1四半期のわが国経済は、アジア向けを中心とする輸出や政府の経済対策効果により、足元の実体経済は 

  底堅さを増しているものの、海外におけるソブリン財政問題や欧米での金融規制強化を背景として金融・資本市 

  場の先行きに不透明感が漂う状況となりました。 

  こうした状況下、当第1四半期については、大手専門店向けの売上が家具、ハウスウェア、ファッションなど 

 の各商品群とも前年を上回る実績となったことを主因に単体の売上高が前年比27.7%増加しました。連結子会社 

 の売上高については、国内では（株）ビルケンシュトックジャパンも含め前年比微増となった一方、海外におい 

 ては、三發電器製造廠有限公司の売上が前年比46.5%増加しました。しかしながらアジア商社拠点の売上が前年 

 比23.9%減少し、連結子会社全体の売上高は前年比10.9%の減少となりました。この結果、連結の売上高は前年同 

 期比0.7%減少の71億5千4百万円となりました。 

  利益面につきましては、連結子会社における経費が前年比14.1%増加しましたが、単体、連結子会社ともに粗 

 利益率が改善したことから、連結の営業利益は前年同期比97.9％増加の2億5千1百万円となりました。営業利益 

 の増加を主因として連結の経常利益は前年同期比124.1%増加となる3億9百万円となりました。四半期純利益につ 

 きましては、過年度分の資産除去債務を特別損失に計上したほか、法人税等も増加しましたが、台湾子会社の事 

 務所売却に係る特別利益を計上した結果、前年同期比129.6%増加の2億3千7百万円となりました。 
  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

   当第1四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5億4千5百万円増加の131億2千万円となりま 

  した。主な資産の変動は、「現金及び預金」が6億2千万円、「商品及び製品」が2億4千5百万円、「建設仮勘定」 

  が1億7千6百万円それぞれ増加した一方、「受取手形及び売掛金」が5億1千7百万円減少したことによります。 

  主な負債の変動は、「短期借入金」が10億8千8百万円増加した一方、「支払手形及び買掛金」が2億3千2百万円、 

  「未払法人税等」が2億1千6百万円それぞれ減少したことによります。主な純資産の変動は、「利益剰余金」が 

     6千3百万円増加し、「繰延ヘッジ損益」等の評価・換算差額等の含み損が1億3千1百万円増加したことによりま 

     す。 
  
（３）連結業績予想に関する定性的情報 

   平成23年3月期の業績予想につきましては、平成22年5月14日に公表いたしました業績予想に変更はありません。

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。  
  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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１四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１四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。  
  
（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

  ① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年3月31 

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年3月31日）を 

適用しております。 

    これにより、営業利益及び経常利益はそれぞれ3百万円減少し、税金等調整前四半期純利益は46百万円減少し 

   ております。  
  
  ② 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」（企業会計基準第16号 平成20年3月10日公表

分）及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務対応報告第24号 平成20年3月10日） 

を適用しております。  

    これによる四半期連結財務諸表に与える影響はありません。       

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

２．その他の情報



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,330,774 1,710,228

受取手形及び売掛金 2,994,844 3,512,299

有価証券 11,676 13,280

商品及び製品 2,766,435 2,521,189

仕掛品 73,999 68,810

原材料及び貯蔵品 284,978 236,102

その他 732,430 675,542

貸倒引当金 △6,372 △9,615

流動資産合計 9,188,766 8,727,836

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,451,396 1,421,395

減価償却累計額 △1,005,820 △988,270

建物及び構築物（純額） 445,575 433,124

機械装置及び運搬具 436,006 431,027

減価償却累計額 △292,052 △286,957

機械装置及び運搬具（純額） 143,953 144,070

土地 827,502 842,845

建設仮勘定 200,586 24,057

その他 589,859 581,484

減価償却累計額 △472,867 △461,441

その他（純額） 116,992 120,043

有形固定資産合計 1,734,609 1,564,141

無形固定資産 377,149 384,682

投資その他の資産   

投資有価証券 1,143,330 1,187,190

その他 721,877 759,969

貸倒引当金 △45,552 △49,403

投資その他の資産合計 1,819,654 1,897,756

固定資産合計 3,931,413 3,846,580

資産合計 13,120,180 12,574,416



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,227,075 1,460,051

短期借入金 3,682,066 2,593,306

未払法人税等 54,948 271,160

賞与引当金 187,930 270,859

建物等除却損失引当金 117,942 120,975

その他の引当金 8,837 33,426

その他 1,579,855 1,530,773

流動負債合計 6,858,657 6,280,552

固定負債   

退職給付引当金 224,313 225,580

その他の引当金 13,075 16,467

資産除去債務 30,706 －

その他 246,629 258,520

固定負債合計 514,725 500,568

負債合計 7,373,382 6,781,121

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 4,931,789 4,868,121

自己株式 △311,534 △311,268

株主資本合計 6,266,847 6,203,446

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △141,593 △96,424

繰延ヘッジ損益 △68,629 33,483

土地再評価差額金 53,080 53,080

為替換算調整勘定 △603,323 △619,119

評価・換算差額等合計 △760,466 △628,979

新株予約権 50,361 50,361

少数株主持分 190,054 168,468

純資産合計 5,746,797 5,793,295

負債純資産合計 13,120,180 12,574,416



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 7,203,754 7,154,428

売上原価 5,454,151 5,109,228

売上総利益 1,749,602 2,045,200

販売費及び一般管理費   

販売費 259,886 325,983

一般管理費 1,362,740 1,467,925

販売費及び一般管理費合計 1,622,627 1,793,909

営業利益 126,975 251,291

営業外収益   

受取利息 423 1,463

受取配当金 8,234 8,709

為替差益 － 16,177

持分法による投資利益 13,929 26,723

その他 2,751 13,465

営業外収益合計 25,339 66,538

営業外費用   

支払利息 11,890 8,562

為替差損 2,107 －

その他 390 174

営業外費用合計 14,388 8,737

経常利益 137,926 309,092

特別利益   

固定資産売却益 － 114,686

その他 710 3,084

特別利益合計 710 117,771

特別損失   

固定資産除却損 274 1,094

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 42,853

その他 865 －

特別損失合計 1,139 43,947

税金等調整前四半期純利益 137,496 382,916

法人税、住民税及び事業税 49,021 44,327

法人税等調整額 △18,924 81,376

法人税等合計 30,097 125,704

少数株主損益調整前四半期純利益 － 257,212

少数株主利益 4,125 20,078

四半期純利益 103,273 237,133



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30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 137,496 382,916

減価償却費 45,436 53,134

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,856 △7,077

賞与引当金の増減額（△は減少） △72,945 △87,697

退職給付引当金の増減額（△は減少） △19,699 △4,535

受取利息及び受取配当金 △8,658 △10,172

持分法による投資損益（△は益） △23,246 △27,730

支払利息 11,890 8,562

固定資産除却損 274 1,094

固定資産売却損益（△は益） － △114,686

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 42,853

売上債権の増減額（△は増加） 729,081 560,038

たな卸資産の増減額（△は増加） 35,057 △293,642

仕入債務の増減額（△は減少） △414,437 △277,260

未払消費税等の増減額（△は減少） △12,512 △47,641

その他 △109,589 △194,692

小計 304,006 △16,535

利息及び配当金の受取額 8,658 10,172

利息の支払額 △11,848 △8,569

法人税等の支払額 △161,597 △261,551

営業活動によるキャッシュ・フロー 139,219 △276,483

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 △9,772 △229,809

有形固定資産の売却による収入 － 148,589

無形固定資産の取得による支出 － △5,540

投資有価証券の取得による支出 △3,559 △2,579

投資有価証券の売却による収入 － 136

貸付けによる支出 △10,010 －

貸付金の回収による収入 521 1,185

その他 △15,488 13,194

投資活動によるキャッシュ・フロー △38,310 △74,823

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） 63,299 1,084,612

自己株式の取得による支出 △3,185 △266

配当金の支払額 △138,986 △173,465

その他 △4,520 △4,897

財務活動によるキャッシュ・フロー △83,394 905,983

現金及び現金同等物に係る換算差額 22,041 65,869

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 39,556 620,546

現金及び現金同等物の期首残高 1,227,940 1,710,228

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,267,497 2,330,774



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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