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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） 
（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 956    △7.1 22   △41.2 11   △54.7 △4       － 
22年３月期第１四半期 1,030   △23.0 38       － 26       － △36       － 
 

 
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   42 －
22年３月期第１四半期 △8   20 －
 
（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１四半期 2,474 442 17.4 43.77
22年３月期 2,505 457 17.9 45.59

(参考)自己資本 23年３月期第１四半期      429百万円 22年３月期      447百万円 

 
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   － 0 00 0 00   
23年３月期   －    
23年３月期(予想)  0 00   － 0 00 0 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、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) 1,873  △11.6 40   △2.5 7   211.8 2      － 0   24
通  期 3,796   △6.1 120    31.7 55    79.2 25      － 2   57

(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.１「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） 
① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年３月期１Ｑ 10,458,000株 22年３月期 10,458,000株
② 期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 641,300株 22年３月期 641,300株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年３月期１Ｑ 9,816,700株 22年３月期１Ｑ 4,482,700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、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報告書のレビュー手続きを実施しております。 

 
※ 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）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） 
①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、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。 
 

（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。 
これによる損益に与える影響はありません。 
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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 378,511 389,735

受取手形及び売掛金 407,834 402,862

商品 205,822 202,052

販売用不動産 193,208 193,208

貯蔵品 5,441 5,460

その他 101,310 94,260

貸倒引当金 △12,778 △13,493

流動資産合計 1,279,351 1,274,086

固定資産   

有形固定資産   

建物 665,512 662,621

減価償却累計額 △112,007 △106,538

建物（純額） 553,505 556,082

車両運搬具 14,604 14,604

減価償却累計額 △13,134 △12,984

車両運搬具（純額） 1,470 1,620

工具、器具及び備品 48,806 48,567

減価償却累計額 △32,181 △31,747

減損損失累計額 △3,218 △3,218

工具、器具及び備品（純額） 13,405 13,601

機械及び装置 290,318 310,797

減価償却累計額 △188,599 △190,364

減損損失累計額 △12,477 △12,477

機械及び装置（純額） 89,241 107,956

土地 244,671 244,671

その他 13,634 10,617

減価償却累計額 △1,836 △1,091

その他（純額） 11,797 9,526

有形固定資産合計 914,092 933,458

無形固定資産   

のれん 14,639 15,276

その他 14,979 16,366

無形固定資産合計 29,618 31,642

投資その他の資産   

投資有価証券 116,841 131,489

長期貸付金 195,369 195,389

その他 93,984 95,109

貸倒引当金 △154,687 △155,287

投資その他の資産合計 251,508 266,700

固定資産合計 1,195,219 1,231,801

資産合計 2,474,570 2,505,887
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（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 462,528 434,030

短期借入金 836,158 879,511

1年内返済予定の長期借入金 7,695 6,082

未払金 132,677 132,692

返品調整引当金 3,925 6,132

ポイント引当金 18,131 17,849

リース解約損失引当金 4,220 4,851

その他 85,730 98,806

流動負債合計 1,551,068 1,579,956

固定負債   

長期借入金 449,267 438,413

その他 31,354 30,328

固定負債合計 480,622 468,741

負債合計 2,031,690 2,048,698

純資産の部   

株主資本   

資本金 534,204 534,204

資本剰余金 527,440 527,440

利益剰余金 △362,793 △358,664

自己株式 △221,232 △221,232

株主資本合計 477,618 481,746

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △47,934 △34,241

評価・換算差額等合計 △47,934 △34,241

少数株主持分 13,195 9,683

純資産合計 442,880 457,189

負債純資産合計 2,474,570 2,505,887

ＳＴＥＩＬＡＲ　Ｃ．Ｋ．Ｍ株式会社（２６７３）　平成23年３月期 第１四半期決算短信

- 3 -



（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 1,030,535 956,966

売上原価 523,518 475,580

売上総利益 507,016 481,385

販売費及び一般管理費 468,649 458,812

営業利益 38,367 22,573

営業外収益   

受取利息 52 37

受取配当金 50 －

業務受託手数料 2,320 1,920

その他 2,345 847

営業外収益合計 4,768 2,804

営業外費用   

支払利息 15,776 13,093

その他 954 313

営業外費用合計 16,731 13,407

経常利益 26,404 11,970

特別損失   

固定資産除却損 3,096 7,721

リース解約損失引当金繰入額 1,021 950

訴訟関連損失 36,637 －

和解金 15,000 －

その他 3,978 909

特別損失合計 59,734 9,582

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△33,329 2,388

法人税、住民税及び事業税 1,704 3,004

法人税等合計 1,704 3,004

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △615

少数株主利益 1,743 3,512

四半期純損失（△） △36,777 △4,128

ＳＴＥＩＬＡＲ　Ｃ．Ｋ．Ｍ株式会社（２６７３）　平成23年３月期 第１四半期決算短信

- 4 -



（３）継続企業の前提に関する注記 
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 

該当事項はありません。 
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