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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 121,122 17.4 2,645 366.6 4,436 100.0 3,792 177.1
21年3月期第3四半期 103,190 ― 567 ― 2,218 ― 1,368 ―

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 198.26 195.53
21年3月期第3四半期 68.69 ―

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 60,393 16,385 27.1 874.85
21年3月期 47,450 13,563 28.6 690.05

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  16,351百万円 21年3月期  13,551百万円

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  無  
 

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 ― 6.00 ― 9.00 15.00
22年3月期 ― 7.00 ―
22年3月期 

（予想）
7.00 14.00

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  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 156,000 12.3 2,800 77.4 5,150 38.5 3,850 46.7 199.27
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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  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(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 
上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確実な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により上記予想数値と異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 有

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 20,462,408株 21年3月期  20,462,408株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  1,771,958株 21年3月期  824,350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 19,127,183株 21年3月期第3四半期 19,920,797株
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 当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、2008年秋以降の世界的な金融危機及び経済環境の悪化により、

景気が後退していく中、政府の各種景気対策により、在庫調整の進展等、一部回復の兆しは見られるものの、雇用情

勢や個人消費の低迷は続いており、依然として厳しい状況で推移いたしました。 

 こうした中、当社グループは若葉台店をはじめ５店の新店をオープンいたしました。 

 また、第２四半期連結累計期間に引き続き、薄型テレビを中心としたデジタルＡＶ機器、白物家電、携帯電話の販

売が好調に推移し、2009年５月のエコポイント実施以降は、前年を大幅に上回る販売状況が続きました。この結果、

当第３四半期連結会計期間の売上高は、前年同四半期連結会計期間に比べ93億円の大幅な増収となりました。 

 収益の状況につきましては、上記増収により、前年同四半期連結会計期間に比べ、営業利益・経常利益は９億円、

四半期純利益は８億円の増益を確保いたしました。なお、引き続き店舗人件費は増加傾向ではありますが、国内雇用

状況の悪化している中、当社グループはこれを優秀な人材獲得チャンスととらえ、将来への投資と考え継続して人材

確保を進めてまいります。また、人件費以外の販売費及び一般管理費につきましては、グループ全体での削減努力を

継続しております。 

 以上の結果、当第３四半期連結会計期間での売上高は 百万円、営業利益は 百万円、経常利益は

百万円、四半期純利益は 百万円と増収増益となりました。 

 なお、平成22年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成22年３月期第１四半期

決算短信（平成21年８月11日開示）をご参照ください。また、平成22年３月期第２四半期に係る連結経営成績に関す

る定性的情報については、平成22年３月期第２四半期決算短信（平成21年11月10日開示）をご参照ください。  

   

①資産、負債及び純資産の状況   

  当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ、129億43百万円増加し、603億93百万

円となりました。 

  主な要因は、有価証券の減少２億30百万円等の減少要因があったものの、商品及び製品の増加65億16百万円、営

業未収入金の増加25億93百万円、現金及び預金の増加21億５百万円、売掛金の増加11億35百万円等の増加要因があ

ったためであります。 

  負債額は、前連結会計年度末に比べ、101億20百万円増加し、440億７百万円となりました。 

  主な要因は、負ののれんの償却による減少９億５百万円、長期借入金の減少９億１百万円、訴訟損失引当金の減

少６億55百万円等の減少要因があったものの、買掛金の増加104億96百万円、社債の発行による増加10億円等の増加

要因があったためであります。 

  純資産は、前連結会計年度末に比べ、28億22百万円増加し、163億85百万円となりました。 

  主な要因は、自己株式の取得６億79百万円等があったものの、四半期純利益を37億92百万円計上したことによる

ものであります。 

 ②キャッシュ・フローの状況 

  当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、たな卸資産の増加額65億 

 14百万円、未収入金の増加額25億93百万円、有形固定資産の取得による支出18億13百万円、長期借入金の返済によ

る支出13億89百万円、売上債権の増加額12億１百万円、負ののれん償却額９億５百万円、自己株式の取得による支

出６億79百万の計上等があったものの、税金等調整前四半期純利益45億48百万円を計上し、仕入債務の増加額104億

96百万円、社債の発行による収入10億円等の要因により、前連結会計年度末に比べ21億03百万円増加し、71億18百

万円となりました。 

  当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況と、それらの要因は次のとおりであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動の結果獲得した資金は48億88百万円（前年同四半期連結累計期間39億90百万円）となりました。 

  これは主に、たな卸資産の増加額65億14百万円、未収入金の増加額25億93百万円、売上債権の増加額12億１百万

円、負ののれん償却額９億５百万円の計上等があったものの、税金等調整前四半期純利益45億48百万円を計上し、

仕入債務の増加額104億96百万円、減価償却費８億70百万円の計上等の要因が発生したことによるものであります。

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動の結果使用した資金は18億95百万円（前年同四半期連結累計期間12億33百万円）となりました。 

  これは主に、有価証券の償還による収入２億30百万円、敷金及び保証金の償還による収入１億34百万円、投資有

価証券の売却による収入１億７百万円等の増加要因があったものの、有形固定資産の取得による支出18億13百万

円、敷金及び保証金の差入による支出３億52百万円等の支出要因が発生したことによるものであります。 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動の結果使用した資金は８億79百万円（前年同四半期連結累計期間２億４百万円）となりました。 

  これは主に、社債の発行による収入10億円、長期借入れによる収入３億円等があったものの、長期借入金の返済

による支出13億89百万円、自己株式の取得による支出６億79百万円、配当金の支払額３億５百万円等の支出要因が

発生したことによるものであります。    

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

445億41 16億70

23億10 18億16

２．連結財政状態に関する定性的情報
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  当第３四半期連結累計期間の連結業績につきましては、概ね計画通りに推移しているため、平成21年11月10日に

公表しました連結業績予想から修正は行っておりません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

 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。 

  

  

ポイント引当金 

 当社及び連結子会社は前連結会計年度末より、ポイント引当金について、その発行金額を債務として認識し費

用計上する方法から、過去の使用実績に基づき将来使用されると見込まれる金額をポイント引当金として計上す

る方法に変更したため、前第３四半期連結累計期間と当第３四半期連結累計期間で計上方法が異なっておりま

す。  

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調

整前四半期純利益は153,473千円多く計上されております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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
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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 7,193,909 5,088,290

受取手形及び売掛金 10,347,893 9,212,586

有価証券 － 230,000

商品及び製品 19,750,721 13,233,817

原材料及び貯蔵品 2,851 6,038

繰延税金資産 203,558 95,428

営業未収入金 5,026,061 2,432,206

その他 624,966 665,666

貸倒引当金 △19,301 △13,233

流動資産合計 43,130,661 30,950,800

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,778,424 4,347,339

工具、器具及び備品（純額） 1,362,206 949,350

土地 3,614,897 3,587,897

その他（純額） 18,776 49,365

有形固定資産合計 9,774,304 8,933,954

無形固定資産   

のれん 104,492 128,882

ソフトウエア 285,748 285,650

その他 14,399 12,178

無形固定資産合計 404,640 426,711

投資その他の資産   

投資有価証券 739,693 755,297

繰延税金資産 284,345 278,543

敷金及び保証金 5,692,108 5,695,163

その他 438,704 484,626

貸倒引当金 △71,070 △74,920

投資その他の資産合計 7,083,782 7,138,709

固定資産合計 17,262,727 16,499,375

資産合計 60,393,389 47,450,175
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（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 23,042,173 12,545,719

短期借入金 398,334 192,670

1年内返済予定の長期借入金 2,163,100 2,350,700

1年内償還予定の社債 － 20,000

未払金 1,941,712 1,457,073

未払法人税等 370,398 508,863

ポイント引当金 1,654,281 1,376,764

訴訟損失引当金 － 655,416

その他 1,431,344 1,405,066

流動負債合計 31,001,343 20,512,274

固定負債   

社債 1,000,000 －

長期借入金 6,121,872 7,023,372

販売商品保証引当金 1,352,551 999,338

役員退職慰労引当金 135,813 139,795

退職給付引当金 1,082,748 1,001,821

負ののれん 2,546,725 3,451,892

その他 766,347 758,019

固定負債合計 13,006,058 13,374,239

負債合計 44,007,402 33,886,513

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,323,175 4,323,175

資本剰余金 4,241,373 4,241,373

利益剰余金 8,718,807 5,246,728

自己株式 △953,111 △273,166

株主資本合計 16,330,245 13,538,109

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 21,145 13,088

評価・換算差額等合計 21,145 13,088

新株予約権 22,988 4,293

少数株主持分 11,608 8,171

純資産合計 16,385,987 13,563,662

負債純資産合計 60,393,389 47,450,175
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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 103,190,487 121,122,389

売上原価 84,516,387 97,312,361

売上総利益 18,674,099 23,810,027

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 2,946,147 4,795,725

貸倒引当金繰入額 10,181 6,694

給料手当及び賞与 5,760,540 6,431,468

賞与引当金繰入額 15,975 －

役員退職慰労引当金繰入額 3,219 4,418

退職給付引当金繰入額 102,588 108,397

地代家賃 3,286,411 3,205,725

減価償却費 739,531 788,420

その他 5,242,395 5,823,210

販売費及び一般管理費合計 18,106,991 21,164,061

営業利益 567,107 2,645,966

営業外収益   

受取利息 25,332 23,725

仕入割引 791,235 1,005,690

負ののれん償却額 905,166 905,166

その他 124,884 82,301

営業外収益合計 1,846,618 2,016,883

営業外費用   

支払利息 146,523 148,450

社債利息 343 2,902

貸倒引当金繰入額 27,592 －

その他 21,235 75,202

営業外費用合計 195,694 226,555

経常利益 2,218,031 4,436,294

特別利益   

投資有価証券売却益 324 1,030

投資有価証券評価益 － 25,861

貸倒引当金戻入額 12,697 －

訴訟損失引当金戻入額 － 375,416

固定資産売却益 30,258 －

賃貸借解約補償金 － 9,300

子会社株式売却益 121,436 －

年金脱退損失引当金戻入益 126,750 －

その他 21,281 －

特別利益合計 312,747 411,608
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（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) 

特別損失   

固定資産除却損 147,163 71,821

投資有価証券売却損 79,622 41,106

投資有価証券評価損 64,071 －

たな卸資産評価損 163,167 －

減損損失 97,536 113,525

子会社株式売却損 － 22,271

補助金返還損 17,946 －

その他 39,457 50,945

特別損失合計 608,966 299,670

税金等調整前四半期純利益 1,921,812 4,548,233

法人税、住民税及び事業税 594,445 872,057

法人税等調整額 △6,998 △119,448

法人税等合計 587,447 752,609

少数株主利益又は少数株主損失（△） △33,939 3,437

四半期純利益 1,368,304 3,792,187
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 35,145,632 44,541,618

売上原価 28,710,521 35,256,021

売上総利益 6,435,110 9,285,597

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 921,018 1,897,522

貸倒引当金繰入額 3,610 2,442

給料手当及び賞与 1,788,331 2,355,960

役員退職慰労引当金繰入額 1,264 1,043

退職給付引当金繰入額 35,000 34,622

地代家賃 1,014,028 1,128,302

減価償却費 243,225 301,121

その他 1,664,632 1,893,881

販売費及び一般管理費合計 5,671,113 7,614,897

営業利益 763,997 1,670,700

営業外収益   

受取利息 9,309 7,412

仕入割引 279,117 384,500

負ののれん償却額 301,722 301,722

その他 35,245 26,424

営業外収益合計 625,394 720,060

営業外費用   

支払利息 46,246 46,897

社債利息 102 1,690

その他 8,815 31,773

営業外費用合計 55,164 80,361

経常利益 1,334,227 2,310,398

特別利益   

投資有価証券売却益 8 －

貸倒引当金戻入額 2,750 －

特別利益合計 2,758 －

特別損失   

固定資産除却損 12,420 20,561

投資有価証券売却損 78,955 26,839

投資有価証券評価損 49,944 14,049

減損損失 8,700 －

その他 3,688 5,589

特別損失合計 153,708 67,039
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（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

税金等調整前四半期純利益 1,183,276 2,243,358

法人税、住民税及び事業税 191,294 452,217

法人税等調整額 △15,397 △26,053

法人税等合計 175,896 426,164

少数株主利益 308 821

四半期純利益 1,007,072 1,816,372
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（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 1,921,812 4,548,233

減価償却費 784,577 870,423

減損損失 97,536 113,525

のれん償却額 14,284 24,389

負ののれん償却額 △905,166 △905,166

退職給付引当金の増減額（△は減少） 54,170 80,926

賞与引当金の増減額（△は減少） 4,225 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 19,524 2,616

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 277,516

訴訟損失引当金の増減額（△は減少） － △655,416

販売商品保証引当金の増減額（△は減少） 163,596 353,212

年金脱退損失引当金の増減額（△は減少） △126,750 －

受取利息及び受取配当金 △40,865 △35,472

支払利息 146,523 148,450

有形固定資産売却損益（△は益） △30,258 －

有形固定資産除却損 147,163 71,821

投資有価証券売却損益（△は益） 79,297 40,075

投資有価証券評価損益（△は益） 64,071 △25,861

子会社株式売却損益（△は益） △121,436 22,271

売上債権の増減額（△は増加） 84,284 △1,201,889

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,381,075 △6,514,490

未収入金の増減額（△は増加） － △2,593,868

仕入債務の増減額（△は減少） 6,255,295 10,496,453

その他 △1,113,364 874,645

小計 5,117,447 5,992,397

利息及び配当金の受取額 42,825 36,117

利息の支払額 △118,791 △126,414

法人税等の支払額 △1,050,992 △1,014,003

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,990,489 4,888,097
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（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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △101,348 △68,157

定期預金の払戻による収入 606,585 66,505

有価証券の償還による収入 100,000 230,000

有形固定資産の取得による支出 △1,658,041 △1,813,894

有形固定資産の売却による収入 35,450 －

無形固定資産の取得による支出 △78,758 △102,713

投資有価証券の取得による支出 △41,700 △92,912

投資有価証券の売却による収入 127,803 107,874

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

△63,801 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △7,566

敷金及び保証金の差入による支出 △344,672 △352,779

敷金及び保証金の償還による収入 174,028 134,605

貸付金の回収による収入 5,676 2,481

その他 5,295 897

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,233,482 △1,895,658

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） △4,999 215,664

長期借入れによる収入 2,300,000 300,000

長期借入金の返済による支出 △1,854,896 △1,389,100

社債の発行による収入 － 1,000,000

社債の償還による支出 △20,000 △20,000

自己株式の取得による支出 △382,516 △679,950

配当金の支払額 △242,396 △305,887

その他 － 6

財務活動によるキャッシュ・フロー △204,808 △879,267

現金及び現金同等物に係る換算差額 △33 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,552,165 2,113,171

現金及び現金同等物の期首残高 2,588,274 5,014,685

連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 － △9,205

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,140,439 7,118,651
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          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） 

  「家電商品及び関連商品の販売並びにこれらの商品の工事、修理」の事業の売上高及び営業利益の金額は、

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合が、いずれも90％超であるため、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） 

  「家電商品及び関連商品の販売並びにこれらの商品の工事、修理」の事業の売上高及び営業利益の金額は、

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計額に占める割合が、いずれも90％超であるため、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） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

 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） 

  本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、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） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

 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） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

  

  当社は、当第３四半期連結累計期間において、平成21年４月21日開催の取締役会決議に基づき176,742千

円、平成21年11月10日開催の取締役会決議に基づき134,239千円の剰余金の配当を行っております。 

  また、平成21年５月12日開催の取締役会決議に基づき、自己株式446,800株を249,982千円で取得し、平成21

年９月15日開催の取締役会決議に基づき、自己株式500,000株を429,466千円で取得しております。 

  その結果、当第３四半期連結会計期間末において、利益剰余金が8,718,807千円、自己株式が953,111千円と

なっております。 

  

（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〕

〔海外売上高〕

（６）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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  該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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