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（百万円未満切捨て） 

１．平成23年３月期第３四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年12月31日） 
(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３四半期 12,888 2.2 684 △17.3 628 △17.7 △75 －
22年３月期第３四半期 12,605 2.1 828 8.3 763 19.5 355 19.8
 

 
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３四半期 △9.45 －
22年３月期第３四半期 44.67 －
 
(2) 連結財政状態 

 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３四半期 8,835 2,314 26.2 290.89
22年３月期 8,512 2,467 29.0 310.08
（参考）自己資本  23年３月期第３四半期 2,314百万円 22年３月期 2,467百万円 

 
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 － 8.00 8.00 
23年３月期 － 0.00 －  
23年３月期(予想)  5.00 5.00 

（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月期の連結業績予想（平成22年４月１日～平成23年３月31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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

通     期 18,420 7.3 630 △33.9 630 △27.8 310 △17.1 38.96
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



４．その他 （詳細は、【添付資料】P.２「その他」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 
  
(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

 

(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 
 

(4) 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３Ｑ 8,477,890株 22年３月期 8,477,890株
② 期末自己株式数 23年３月期３Ｑ 520,880株 22年３月期 520,800株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期３Ｑ 7,957,031株 22年３月期３Ｑ 7,957,775株

 

 

※ 四半期レビュー手続の実施状況の表示 

 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ますが、この四

半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しておりま

す。 

 

※ 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。 
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１．その他の情報 

(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 

《簡便な会計処理》 

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定する方法によっております。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 「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 

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、連結決算上必要な修正を行っております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

 

② 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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、当第３四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益が17百万円減少し、税金等調

整前四半期純利益が325百万円減少しております。 
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2. 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22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,523,145 1,845,840

受取手形及び売掛金 2,665,058 1,779,449

商品及び製品 317,872 334,158

原材料及び貯蔵品 258,975 291,974

その他 167,644 212,269

貸倒引当金 △1,194 △847

流動資産合計 4,931,503 4,462,845

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,295,641 4,438,849

減価償却累計額 △2,803,062 △2,943,909

建物及び構築物（純額） 1,492,579 1,494,940

その他 3,105,717 3,244,140

減価償却累計額 △2,029,765 △2,091,893

その他（純額） 1,075,952 1,152,247

有形固定資産合計 2,568,531 2,647,187

無形固定資産 84,454 90,887

投資その他の資産   

敷金及び保証金 938,072 929,713

その他 329,012 398,958

貸倒引当金 △15,906 △17,282

投資その他の資産合計 1,251,178 1,311,389

固定資産合計 3,904,164 4,049,464

資産合計 8,835,667 8,512,309

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,686,423 1,068,860

短期借入金 1,095,300 1,353,540

未払法人税等 37,649 296,546

賞与引当金 50,616 155,841

資産除去債務 7,000 －

その他 829,266 866,594

流動負債合計 3,706,255 3,741,382

固定負債   

長期借入金 1,791,850 1,823,250

退職給付引当金 352,616 323,144

役員退職慰労引当金 81,820 60,581

資産除去債務 457,112 －

その他 131,377 96,630

固定負債合計 2,814,776 2,303,605

負債合計 6,521,031 6,044,987
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 823,810 823,810

資本剰余金 1,043,657 1,043,657

利益剰余金 461,252 603,867

自己株式 △7,062 △7,048

株主資本合計 2,321,658 2,464,287

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △6,930 2,488

繰延ヘッジ損益 △91 545

評価・換算差額等合計 △7,022 3,034

純資産合計 2,314,635 2,467,322

負債純資産合計 8,835,667 8,512,309
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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21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 12,605,563 12,888,901

売上原価 6,796,847 7,322,132

売上総利益 5,808,715 5,566,769

販売費及び一般管理費   

給料手当及び福利費 2,182,128 2,184,307

賞与引当金繰入額 65,964 39,413

退職給付費用 26,633 32,696

役員退職慰労引当金繰入額 27,671 21,239

貸倒引当金繰入額 － 347

その他 2,677,782 2,603,834

販売費及び一般管理費合計 4,980,180 4,881,839

営業利益 828,535 684,930

営業外収益   

受取利息 2,380 475

持分法による投資利益 905 －

受取手数料 － 4,634

受取賃貸料 5,435 5,197

その他 22,452 11,258

営業外収益合計 31,174 21,565

営業外費用   

支払利息 69,306 54,131

持分法による投資損失 － 2,295

その他 26,665 21,825

営業外費用合計 95,971 78,252

経常利益 763,737 628,243

特別利益   

前期損益修正益 － 4,872

固定資産売却益 1,671 50

投資有価証券売却益 1,817 9,481

貸倒引当金戻入額 2,439 －

賞与引当金戻入額 － 15,509

その他 555 －

特別利益合計 6,484 29,913

特別損失   

持分変動損失 － 1,643

固定資産売却損 4,708 －

減損損失 1,630 47,674

固定資産除却損 8,373 5,105

店舗閉鎖損失 10,416 944

事務所移転費用 3,510 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 310,744

その他 － 1,354

特別損失合計 28,638 367,467

税金等調整前四半期純利益 741,583 290,689

法人税、住民税及び事業税 343,224 244,609

法人税等調整額 42,851 121,312

法人税等合計 386,075 365,922

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △75,232

四半期純利益又は四半期純損失（△） 355,507 △75,232
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

(4) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12月31日） 

該当事項はありません。 
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