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1. 平成26年3月期第3四半期の業績（平成25年4月1日～平成25年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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 ％

26年3月期第3四半期 7,557 3.2 227 ― 253 ― 194 ―
25年3月期第3四半期 7,324 6.0 △363 ― △346 ― △698 ―

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

26年3月期第3四半期 5.83 ―
25年3月期第3四半期 △20.90 ―

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

26年3月期第3四半期 11,562 6,783 58.7 202.91
25年3月期 11,647 6,546 56.2 195.81
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 6,783百万円 25年3月期 6,546百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無  

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

25年3月期 ― ― ― 2.50 2.50
26年3月期 ― ― ―
26年3月期（予想） 2.50 2.50

3. 平成26年 3月期の業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

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 10,360 4.0 450 ― 470 ― 270 ― 8.08



(1) 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(2) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※ 注記事項

①会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①以外の会計方針の変更 ： 無
③会計上の見積りの変更 ： 無
④修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年3月期3Q 34,639,434 株 25年3月期 34,639,434 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 1,209,419 株 25年3月期 1,204,995 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 33,432,230 株 25年3月期3Q 33,437,095 株

※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ますが、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。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「業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 
 （１）経営成績に関する説明 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府の金融・財政政策の効果などにより企業
業績が改善し、民間設備投資にも持ち直しの動きが見られ、また、円安・株高傾向が一層顕著
となるなど、景気は緩やかな回復基調で推移いたしました。一方、足元では、新興国経済の成
長鈍化や、本年春の消費税増税を控えて消費マインドの冷え込みが懸念されるなど、依然とし
て先行き不透明な状況であります。 
このような状況のもと、当社の営業は売上の向上を図るため、セールス活動の強化、新商品
の企画販売、フエアの開催、ホームページ刷新などの積極的な営業活動を展開いたしました。
また、前事業年度後半に受託した三越日本橋特別食堂の運営においても集客の強化を図ってま
いりました。 
その結果、売上高は7,557百万円（前年同四半期比3.2％増）となりました。経費面では、オ
ペレーションの一層の効率化を推進するとともに諸経費の継続的な圧縮に全力を注いでまいり
ました。また、その効果に加えて、退職給付費用が大幅に減少したこともあり、営業利益 227
百万円（前年同四半期比591百万円改善）、経常利益253百万円（同599百万円改善）となり
ました。四半期純利益は、前四半期会計期間に計上した固定資産に係る多額の売却損がなくな
り、前年同四半期比893百万円改善の194百万円となりました。 

 
（２）財政状態に関する説明 
総資産は、前事業年度末比85百万円（0.7％）減少して、11,562百万円となりました。 
流動資産は同100百万円（2.4％）増加の4,364百万円、固定資産は同186百万円（2.5％） 
減少の7,197百万円となりました。流動資産増加の主な要因は、有価証券が460百万円増加し、
現金及び預金が392百万円減少したことであります。固定資産のうち有形固定資産は、29百万
円減少の3,880百万円となり、その主な要因は、千石工場の設備機器改修などで86百万円増加
し、減価償却実施額や資産の売却で115百万円減少したことによります。投資その他の資産は、
156百万円減少の3,314百万円となり、その主な要因は、投資有価証券が25百万円、繰延税金
資産が144百万円、それぞれ減少したことであります。 
負債合計は、前事業年度末比321百万円（6.3％）減少して4,779百万円となりました。 
流動負債は同57百万円（3.4％）減少の1,615百万円、固定負債は同264百万円（7.7％）減
少の3,163百万円となりました。流動負債減少の主な要因は、買掛金が73百万円、未払金が46
百万円それぞれ増加したことと、未払消費税等が141百万円減少したことであります。 
純資産合計は、前事業年度末比236百万円（3.6％）増加して6,783百万円となりました。そ
の要因は、配当の支払いを行い、四半期純利益を計上したほか、その他有価証券評価差額金が
126百万円増加したことであります。 

 
（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明 
通期の業績につきましては、平成25年10月30日に発表いたしました業績予想に変更はござ
いません。今後、業績予想に変更の必要が生じた場合には適切に開示いたします。 



２．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   
流動資産   
現金及び預金 2,491,563 2,098,993 
売掛金 677,333 769,749 
有価証券 660,858 1,121,700 
商品及び製品 51,355 35,280 
仕掛品 5,651 6,129 
原材料及び貯蔵品 77,190 95,139 
繰延税金資産 138,654 125,534 
その他 163,370 114,345 
貸倒引当金 △2,158 △2,172 
流動資産合計 4,263,821 4,364,701 

固定資産   
有形固定資産   
建物（純額） 380,304 345,849 
機械装置及び運搬具（純額） 144,455 131,363 
工具、器具及び備品（純額） 382,828 346,241 
土地 2,973,706 2,970,755 
建設仮勘定 28,900 86,400 
有形固定資産合計 3,910,194 3,880,610 

無形固定資産   
電話加入権 3,009 3,009 
無形固定資産合計 3,009 3,009 

投資その他の資産   
投資有価証券 1,497,107 1,471,399 
繰延税金資産 907,622 763,348 
その他 1,066,174 1,079,388 

投資その他の資産合計 3,470,904 3,314,137 

固定資産合計 7,384,107 7,197,757 

資産合計 11,647,929 11,562,458 



(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   
流動負債   
買掛金 230,466 304,050 
短期借入金 380,000 380,000 
未払金 400,388 447,305 
未払法人税等 28,809 23,077 
賞与引当金 99,460 78,350 
その他 533,849 382,863 

流動負債合計 1,672,973 1,615,646 

固定負債   
退職給付引当金 2,874,106 2,633,215 
資産除去債務 78,925 61,883 
その他 475,050 468,450 

固定負債合計 3,428,081 3,163,548 

負債合計 5,101,055 4,779,195 

純資産の部   
株主資本   
資本金 3,700,011 3,700,011 
資本剰余金 3,654,271 2,883,140 
利益剰余金 △687,544 194,829 
自己株式 △432,833 △434,512 

株主資本合計 6,233,904 6,343,468 

評価・換算差額等   
その他有価証券評価差額金 312,969 439,794 

評価・換算差額等合計 312,969 439,794 

純資産合計 6,546,873 6,783,263 

負債純資産合計 11,647,929 11,562,458 



（２）四半期損益計算書 
 第３四半期累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 7,324,148 7,557,593 
売上原価 6,987,840 6,696,122 

売上総利益 336,307 861,470 

販売費及び一般管理費 700,056 634,040 
営業利益又は営業損失（△） △363,748 227,430 

営業外収益   
受取利息 825 6,344 
受取配当金 16,300 17,870 
その他 8,001 7,892 
営業外収益合計 25,126 32,107 

営業外費用   
支払利息 4,292 4,218 
コミットメントフィー 2,062 2,062 
ゴルフ会員権退会損 1,000 － 
その他 250 236 
営業外費用合計 7,605 6,517 

経常利益又は経常損失（△） △346,227 253,019 

特別利益   
投資有価証券売却益 － 54,924 
固定資産売却益 19,032 － 
特別利益合計 19,032 54,924 

特別損失   
固定資産売却損 786,662 4,463 
固定資産除却損 1,243 － 
固定資産処分損 3,631 － 
特別損失合計 791,537 4,463 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △1,118,732 303,480 

法人税、住民税及び事業税 9,020 9,907 
法人税等調整額 △428,758 98,743 

法人税等合計 △419,737 108,650 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △698,994 194,829 



（３）四半期財務諸表に関する注記事項 
  （継続企業の前提に関する注記） 
当第３四半期累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 
  該当事項はありません。 
 
（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 
当第３四半期累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31日） 
  該当事項はありません。 
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