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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年３月期第１四半期の業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 
(1) 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 9,025 － 387 － 380 － △6 －
22年３月期第１四半期 － － － － － － － －
 

 
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 △0.37 －
22年３月期第１四半期 － －
(注)前事業年度につきましては、四半期連結財務諸表を作成しているため、四半期財務諸表を作成しておりません。
このため、前事業年度数値及び対前年四半期増減率は記載しておりません。 

 
(2) 財政状態 

 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 22,407 13,608 60.5 721.33
22年３月期 22,474 13,857 61.4 734.78
（参考）自己資本  23年３月期第１四半期 13,551百万円  22年３月期 13,804百万円 

 
２．配当の状況 

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 － 13.00 13.00 
23年３月期 －  
23年３月期(予想)  0.00 － 13.00 13.00 
（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月期の業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％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) 

18,610 － 924 － 901 － 238 － 12.67

通     期 37,872 3.4 1,997 15.8 1,951 16.0 711 4.3 37.85
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：有 

 



 

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

 
(1) 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。 

 
(2) 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。 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期第１四半期 19,906,600株 22年３月期 19,906,600株
② 期末自己株式数 23年３月期第１四半期 1,119,511株 22年３月期 1,119,501株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期第１四半期 18,787,097株 22年３月期第１四半期 －株

 
※ 四半期レビュー手続き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きの対象であり、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きは終了し
ていません。 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 
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１．当四半期の業績等に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、企業収益に改善の兆しが一部で見られたものの、欧州

の財政不安に端を発した為替、株式市場の混乱が続くなど、依然として先行きは不透明であり、厳しい状

態のまま推移しました。 

流通業界におきましても、個人消費に下げ止まりの傾向が見られたものの、雇用環境の厳しさなどから

個人消費の回復局面には至らず、一部でデフレ傾向が続くなど、厳しい状況が続きました。 

このような状況下で、当社は「売上回復」を目指し、店舗の活性化に取り組んでまいりましたが、既存

店売上高が前年同期比99.6%と堅調な推移となったため、売上高につきましてはほぼ計画どおりとなりまし

た。それに伴い、営業利益、経常利益につきましても、ほぼ計画どおりとなりました。 

以上の結果、当第１四半期累計期間の売上高は9,025百万円、営業利益は387百万円、経常利益は380百万

円となりましたが、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額277百万円を特別損失に計上したため、四半

期純損失6百万円を計上することを余儀なくされました。 

なお、前年同期の四半期財務諸表は作成しておりませんので、前年同期との対比は行なっておりませ

ん。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

（総資産） 

当第１四半期会計期間末における総資産は22,407百万円（前事業年度比66百万円の減少）（前事業年度

比0.3％減）となりました。これは主として、商品及び製品や固定資産の増加等があったものの、売上債権

の減少等によるものであります。 

 

（負債） 

当第１四半期会計期間末における負債合計は8,799百万円（前事業年度比181百万円の増加）（前事業年

度比2.1％増）となりました。これは主として、買掛債務や未払法人税等の減少があったものの、資産除去

債務の増加等によるものであります。 

 

（純資産） 

当第１四半期会計期間末における純資産は13,608百万円（前事業年度比248百万円の減少）（前事業年度

比1.8％減）となりました。これは主として、配当金の支払による利益剰余金の減少によるものでありま

す。 

 

（自己資本比率） 

当第１四半期会計期間末における自己資本比率は60.5％（前事業年度比0.9ポイント減）となりました。 

 

（１株当たり純資産額） 

当第１四半期会計期間末における１株当たり純資産額は721円33銭（前事業年度比13円45銭の減少）とな

りました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、2,081百万円 （期首残高比46百万円の増加）

となりました。 

 

①営業活動によるキャッシュ・フロー 

営業活動によるキャッシュ・フローは、423百万円の増加となりました。これは主として、法人税の支

払による減少が大きかったものの、売上債権の減少等によるものであります。 

 

②投資活動によるキャッシュ・フロー 

投資活動によるキャッシュ・フローは、新規出店及び改装に伴う設備投資等により、92百万円の減少

となりました。 
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③財務活動によるキャッシュ・フロー 

財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払及びリース債務の返済等により284百万円の減少

となりました。 

 

なお、前年同期の四半期財務諸表は作成しておりませんので、前年同期との対比を行なっておりませ

ん。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

当期のわが国の経済は、今後も先行きが不透明な状況下で推移するものと思われ、流通業界においても

厳しい経営環境が続くものと思われます。 

当社は、当第２四半期以降の業績についても、既存店売上の堅調な推移を見込んでおり、経常利益の段

階までは計画どおりに推移するものと予想しておりますが、純利益の段階におきましては、第１四半期に

計上しました特別損失の影響を織り込み、第２四半期累計期間及び通期についての業績予想の見直しを次

のとおり行なっております。 

また、平成22年5月7日付「平成22年3月期決算短信(非連結)」でお知らせしました第２四半期累計期間及

び通期の業績予想との差異も併せて表示しております。 

 

（第２四半期累計期間） 

 売上高 営業利益 経常利益 純利益 
１株当たり 

純利益 

前回発表予想（Ａ） 

（平成22年５月７日発表） 

百万円

18,610 

百万円

924 

百万円

901 

百万円 

405 

円 銭

21.56 

今回修正予想（Ｂ） 18,610 924 901 238 12.67 

増減額（Ｂ－Ａ） ─ ─ ─ △167 ─ 

増減率（％） ─ ─ ─ △41.2 ─ 

（ご参考）前期実績 

（平成22年３月期第２四半期） 
18,057 746 728 353 18.82 

 

（通期） 

 売上高 営業利益 経常利益 純利益 
１株当たり 

純利益 

前回発表予想（Ａ） 

（平成22年５月７日発表） 

百万円

37,872 

百万円

1,997 

百万円

1,951 

百万円 

878 

円 銭

46.77 

今回修正予想（Ｂ） 37,872 1,997 1,951 711 37.85 

増減額（Ｂ－Ａ） ─ ─ ─ △167 ─ 

増減率（％） ─ ─ ─ △19.0 ─ 

（ご参考）前期実績 

（平成22年３月期通期） 
36,625 1,725 1,682 681 36.27 
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２．その他の情報 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。 

 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

当第１四半期会計期間より、「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12,314千円、税引前当期純利益は290,046千円それぞれ減少してお

ります。 

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,109,290 2,063,028

受取手形及び売掛金 2,161,849 2,612,695

商品及び製品 7,633,927 7,334,004

原材料及び貯蔵品 30,220 31,739

繰延税金資産 86,791 151,650

その他 256,772 300,862

貸倒引当金 △4,600 △4,600

流動資産合計 12,274,252 12,489,381

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,235,678 1,055,672

土地 671,315 671,315

リース資産（純額） 795,100 785,838

その他（純額） 338,221 402,623

有形固定資産合計 3,040,315 2,915,450

無形固定資産   

リース資産 4,913 7,862

その他 76,029 74,829

無形固定資産合計 80,943 82,691

投資その他の資産   

投資有価証券 32,986 35,573

敷金及び保証金 6,205,288 6,290,377

繰延税金資産 500,687 391,017

その他 287,205 284,163

貸倒引当金 △14,168 △14,168

投資その他の資産合計 7,011,999 6,986,963

固定資産合計 10,133,258 9,985,104

資産合計 22,407,511 22,474,486
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(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 3,246,865 3,321,796

リース債務 324,262 324,251

未払法人税等 139,481 372,927

賞与引当金 105,149 197,384

役員賞与引当金 4,800 19,200

その他 1,385,386 1,282,825

流動負債合計 5,205,945 5,518,384

固定負債   

社債 1,600,000 1,600,000

リース債務 606,657 604,642

退職給付引当金 418,065 403,318

役員退職慰労引当金 114,601 112,731

資産除去債務 467,118 －

その他 386,615 378,037

固定負債合計 3,593,059 3,098,728

負債合計 8,799,004 8,617,113

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 6,814,484 7,065,653

自己株式 △440,796 △440,793

株主資本合計 13,545,809 13,796,982

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 5,882 7,420

評価・換算差額等合計 5,882 7,420

新株予約権 56,814 52,970

純資産合計 13,608,506 13,857,373

負債純資産合計 22,407,511 22,474,486
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(2) 四半期損益計算書 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

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

売上高  

商品売上高 9,012,014

不動産賃貸収入 13,837

売上高合計 9,025,851

売上原価  

商品期首たな卸高 7,334,004

当期商品仕入高 5,230,240

合計 12,564,245

商品期末たな卸高 7,633,927

商品売上原価 4,930,317

不動産賃貸原価 4,707

売上原価合計 4,935,024

売上総利益 4,090,827

販売費及び一般管理費  

支払手数料 187,180

広告宣伝費 155,485

運賃及び荷造費 134,675

給料 1,166,440

賞与引当金繰入額 105,149

退職給付費用 31,144

役員退職慰労引当金繰入額 1,870

役員賞与引当金繰入額 4,800

賃借料 1,202,249

減価償却費 181,608

その他 533,208

販売費及び一般管理費合計 3,703,812

営業利益 387,014

営業外収益  

受取利息 8

受取配当金 758

受取手数料 1,160

その他 2,610

営業外収益合計 4,538

営業外費用  

支払利息 7,020

社債利息 2,461

支払保証料 1,610

その他 330

営業外費用合計 11,423

経常利益 380,129

特別損失  

固定資産除却損 11,163

減損損失 6,500

店舗閉鎖損失 9,431

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 277,731

特別損失合計 304,826
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(単位：千円)

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

税引前四半期純利益 75,302

法人税、住民税及び事業税 126,000

法人税等調整額 △43,760

法人税等合計 82,239

四半期純損失（△） △6,936
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(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  

税引前四半期純利益 75,302

減価償却費 182,956

減損損失 6,500

受取利息及び受取配当金 △767

支払利息及び社債利息 9,482

売上債権の増減額（△は増加） 450,845

たな卸資産の増減額（△は増加） △298,404

仕入債務の増減額（△は減少） △74,931

賞与引当金の増減額（△は減少） △92,235

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,870

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △14,400

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,747

固定資産除却損 11,163

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 277,731

未払消費税等の増減額（△は減少） △36,200

その他 248,262

小計 761,924

利息及び配当金の受取額 788

利息の支払額 △10,502

法人税等の支払額 △328,960

営業活動によるキャッシュ・フロー 423,250

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 △92,060

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,060

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △3

配当金の支払額 △209,254

リース債務の返済による支出 △89,150

割賦未払金の増加額 56,509

割賦未払金の減少額 △43,027

財務活動によるキャッシュ・フロー △284,927

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） 46,262

現金及び現金同等物の期首残高 2,035,328

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,081,590
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(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 

  

（追加情報） 

当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 

 平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第20号  平成20年３月21日）を適用しております。 

 

当社の報告セグメントは単一セグメントであるため、セグメント情報について記載しておりませ

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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