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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 1,542 △19.7 127 127.9 109 204.1 93 ―

23年3月期第2四半期 1,921 △9.3 55 33.8 36 ― 8 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 70百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △16百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 9.52 ―

23年3月期第2四半期 0.83 ―

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

24年3月期第2四半期 2,203 582 25.9 58.22
23年3月期 2,245 512 22.2 50.79

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  571百万円 23年3月期  498百万円

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 0.00 0.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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 3,115 △15.9 230 38.7 167 32.4 125 116.5 12.78



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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。なお、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は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無

② ①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） 24年3月期2Q 10,458,000 株 23年3月期 10,458,000 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 641,300 株 23年3月期 641,300 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 9,816,700 株 23年3月期2Q 9,816,700 株
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１．サマリー情報（その他）に関する事項 
該当事項はありません。 

夢みつけ隊株式会社（２６７３）　平成24年３月期 第２四半期決算短信

- 1 -



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）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 307,464 438,360

受取手形及び売掛金 352,085 266,200

商品 175,273 155,809

販売用不動産 193,208 193,208

貯蔵品 2,569 2,561

その他 115,811 100,829

貸倒引当金 △32,399 △23,228

流動資産合計 1,114,012 1,133,740

固定資産   

有形固定資産   

建物 672,391 672,771

減価償却累計額 △127,540 △137,560

建物（純額） 544,850 535,211

車両運搬具 13,699 13,137

減価償却累計額 △12,633 △12,270

車両運搬具（純額） 1,066 867

工具、器具及び備品 49,420 48,885

減価償却累計額 △33,559 △33,805

減損損失累計額 △9,190 △9,190

工具、器具及び備品（純額） 6,670 5,889

機械及び装置 245,944 195,177

減価償却累計額 △171,493 △142,666

減損損失累計額 △12,477 △12,477

機械及び装置（純額） 61,974 40,033

土地 244,671 244,671

その他 10,617 10,617

減価償却累計額 △3,066 △4,054

その他（純額） 7,550 6,562

有形固定資産合計 866,784 833,235

無形固定資産   

無形固定資産合計 11,117 7,896

投資その他の資産   

投資有価証券 122,907 101,873

長期貸付金 194,109 193,269

その他 78,413 74,638

貸倒引当金 △142,208 △140,708

投資その他の資産合計 253,221 229,072

固定資産合計 1,131,123 1,070,204

資産合計 2,245,136 2,203,945

夢みつけ隊株式会社（２６７３）　平成24年３月期 第２四半期決算短信

- 2 -



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 292,369 238,144

短期借入金 723,213 704,219

1年内返済予定の長期借入金 3,828 3,828

未払金 134,531 103,096

返品調整引当金 3,399 3,538

ポイント引当金 16,807 15,377

リース解約損失引当金 5,806 5,806

その他 85,362 86,346

流動負債合計 1,265,318 1,160,358

固定負債   

長期借入金 439,634 433,881

その他 28,180 27,448

固定負債合計 467,814 461,330

負債合計 1,733,133 1,621,688

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 △300,713 △207,213

自己株式 △221,232 △221,232

株主資本合計 539,698 633,198

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △41,092 △61,645

その他の包括利益累計額合計 △41,092 △61,645

少数株主持分 13,396 10,703

純資産合計 512,003 582,257

負債純資産合計 2,245,136 2,203,945
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 1,921,212 1,542,133

売上原価 960,018 726,155

売上総利益 961,193 815,978

販売費及び一般管理費 905,312 688,607

営業利益 55,881 127,370

営業外収益   

受取利息 124 63

受取配当金 342 342

業務受託手数料 3,250 2,315

貯蔵品売却益 1,225 －

その他 1,732 3,027

営業外収益合計 6,676 5,748

営業外費用   

支払利息 25,792 22,963

その他 736 580

営業外費用合計 26,529 23,544

経常利益 36,027 109,574

特別損失   

固定資産除却損 11,354 6,288

リース解約損失引当金繰入額 6,860 －

その他 909 267

特別損失合計 19,124 6,555

税金等調整前四半期純利益 16,903 103,018

法人税、住民税及び事業税 5,736 12,211

法人税等合計 5,736 12,211

少数株主損益調整前四半期純利益 11,167 90,806

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,026 △2,692

四半期純利益 8,140 93,499
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 11,167 90,806

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △27,404 △20,553

その他の包括利益合計 △27,404 △20,553

四半期包括利益 △16,236 70,253

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △19,263 72,946

少数株主に係る四半期包括利益 3,026 △2,692
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（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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