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1.  平成22年5月期第3四半期の業績（平成21年6月1日～平成22年2月28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 ％

22年5月期第3四半期 6,456 △7.3 33 ― 33 ― 16 ―
21年5月期第3四半期 6,016 ― △259 ― △258 ― △305 ―

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5月期第3四半期 919.23 ―
21年5月期第3四半期 △16,513.09 ―

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5月期第3四半期 3,846 1,197 31.1 68,100.56
21年5月期 3,640 1,180 32.4 67,104.93

（参考） 自己資本   22年5月期第3四半期  1,197百万円 21年5月期  1,180百万円

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5月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年5月期 ― 0.00 ―
22年5月期 

（予想）
1,400.00 1,400.00

3.  平成22年5月期の業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 8,880 11.3 35 ― 32 ― 28 ― 1,591.72
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。〕 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年5月期第3四半期 19,520株 21年5月期  19,520株
② 期末自己株式数 22年5月期第3四半期  1,929株 21年5月期  1,929株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年5月期第3四半期 17,591株 21年5月期第3四半期 18,495株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1．平成21年７月13日に公表いたしました業績予想のうち、通期について本資料において修正いたしております。なお、通期の業績予想修正につきまして
は、平成22年4月12日に公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等につい
て、及び上記１に係る業績予想の具体的修正内容は、４ページ「定性的情報・財務諸表等 ３.業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．経営成績に関する定性的情報 
  当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、輸出・生産が増加に転じるなど一部では景気回復の

兆しが見られるものの、企業の収益環境や雇用情勢は依然として厳しい状況で推移いたしました。 

  このような状況の下、当社は各営業部門単位での収益管理を強化しており、売上高、粗利益高、営

業利益及び本部経費率を重点管理項目として個々の分析および対策を立案し実行に移しております。 

  売上面では先行管理の強化により不足する売上高を月次毎で把握し、不足に見合うカタログ企画の

提案営業を適時行っております。また、販売費および一般管理費については、役員報酬の減額継続、

賃貸倉庫の契約面積圧縮などを行い、経費の圧縮に努めてまいりました。 

  ルート別売上高につきましては、メインマーケットである生協ルートにおいては、雑貨類カタログ

企画の統合に伴う企画減少が一巡したことおよびカタログ企画の先行管理がほぼ順調に推移したこと

から雑貨類の売上高は 2,534 百万円(前年同四半期比 3.3％増)となりました。また、食品類の売上高

は「花畑牧場」企画等が引き続き好調に推移するなどで 2,248 百万円(前年同四半期比 8.4％増)とな

りましたことから、当ルートでの売上高は 4,783 百万円（前年同四半期比 5.6％増）となりました。

一般ルートは、ＴＶ通販等の企画が順調に決定したことなどで売上高 1,512 百万円（前年同四半期比

21.6％増）となりました。Ｂ to Ｃルート(エンドユーザーへのダイレクト通信販売)は自社のＷＥＢ

サイトによる拡販を強化しておりますが、十分に集客することができず売上高は 137 百万円（前年同

四半期比 28.7％減）となりました。その他につきましては、物流代行売上がなくなりましたことから

売上高 23 百万円（前年同四半期比 54.3％減）となりました。 

  以上の結果、当第３四半期累計期間の営業成績につきましては、売上高 6,456 百万円（前年同四半 

 期比 7.3％増）、営業利益 33 百万円(前年同四半期は営業損失 259 百万円)、経常利益 33 百万円（前年 

同四半期は経常損失 258 百万円）、四半期純利益 16 百万円（前年同四半期は四半期純損失 305 百万円） 

となりました。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

（1）資産・負債及び純資産の状況 

（資産） 

  流動資産は、前事業年度末に比べて、181 百万円増加して 3,050 百万円となりました。これは主と

して現金及び預金が 229 百万円減少したものの、売掛金の増加 341 百万円、たな卸資産の増加 94 百 

万円によるものであります。 

  固定資産は、前事業年度末に比べて、25 百万円増加して 796 百万円となりました。これは主として 

減価償却による有形固定資産 12 百万円減少、無形固定資産 30 百万円減少がありますが、長期貸付金 

の増加 46 百万円、子会社へ出資などにより関係会社株式が 22 百万円増加したことによるものであり

ます。 

（負債） 

  流動負債は、前事業年度末に比べて、212 百万円増加して 2,043 百万円となりました。これは主と 

して買掛金 294 百万円の増加したことと、短期借入金が 100 百万円減少したことによるものです。 

  固定負債は、前事業年度末に比べて、24 百万円減少して 605 百万円となりました。これは主とし 

て長期借入金が 28 百万円減少したことによるものです。 

（純資産） 

  純資産は、前事業年度末に比べて、17 百万円増加して 1,197 百万円となりました。これは利益剰余 

金の増加とその他有価証券評価差額金の増加によるものです。 

 

（2）キャッシュ・フローの状況 

  当第３四半期累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、前事業年度末に 

比べ 229 百万円減少し、79 百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

  営業活動における資金の減少は 18 百万円であります。主な資金の増加要因は仕入債務の増加 289 百 

万円であり、主な資金の減少要因は売上債権の増加 336 百万円、たな卸資産の増加 94 百万円でありま 

す。 
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（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  投資活動における資金の減少は 71 百万円であります。これは貸付金による支出 51 百万円、関係会 

 社株式の取得による支出 24 百万円があったことが主な要因であります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

  財務活動における資金の減少は 138 百万円であります。これは長期借入による収入 250 百万円があ 

ったことに対し、短期借入金の減少 100 百万円、長期借入金の返済による支出 288 百万円があった為

であります。 

 
３．業績予想に関する定性的情報 

    平成 22 年５月期の業績予想につきましては、平成 22 年４月 12 日に公表いたしました「業績予想

の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

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） 

       該当事項はありません。 

 

（2）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  ①簡便な会計処理 

   ・繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

     繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前会計年度末以降に経営環境等かつ、一時

差異等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前会計年度において使用した将来

の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  ②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

     ・税金費用の計算 

    税金費用については、当第３四半期累計期間を含む当事業年度の税引前当期純利益に対す

る税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率

を乗じて計算しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

 

 （3）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更について 

       該当事項はありません。 
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１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 79,637 308,969

受取手形及び売掛金 1,990,249 1,648,184

商品及び製品 885,286 790,437

その他 101,086 127,568

貸倒引当金 △5,874 △5,774

流動資産合計 3,050,386 2,869,385

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 203,224 210,075

土地 260,225 260,225

その他（純額） 13,711 19,478

有形固定資産合計 477,162 489,780

無形固定資産 99,083 129,530

投資その他の資産   

その他 227,923 162,667

貸倒引当金 △8,101 △11,062

投資その他の資産合計 219,821 151,605

固定資産合計 796,067 770,916

資産合計 3,846,454 3,640,301

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,013,354 719,194

短期借入金 300,000 400,000

1年内返済予定の長期借入金 363,626 373,538

役員賞与引当金 1,700 －

ポイント引当金 14,209 13,457

返品調整引当金 16,512 13,645

その他 333,860 310,464

流動負債合計 2,043,262 1,830,298

固定負債   

長期借入金 453,796 482,478

退職給付引当金 41,991 37,634

役員退職慰労引当金 109,447 109,447

固定負債合計 605,235 629,560

負債合計 2,648,497 2,459,859
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成22年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 401,749 401,749

資本剰余金 324,449 324,449

利益剰余金 556,248 540,077

自己株式 △84,490 △84,490

株主資本合計 1,197,957 1,181,786

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △1,344

評価・換算差額等合計 － △1,344

純資産合計 1,197,957 1,180,442

負債純資産合計 3,846,454 3,640,301
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（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20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 6,016,261 6,456,993

売上原価 3,788,276 4,133,902

売上総利益 2,227,985 2,323,090

販売費及び一般管理費 2,487,287 2,289,452

営業利益又は営業損失（△） △259,302 33,638

営業外収益   

受取利息 240 200

受取手数料 3,353 5,851

その他 8,461 4,411

営業外収益合計 12,056 10,462

営業外費用   

支払利息 8,231 10,596

為替差損 2,420 354

その他 260 －

営業外費用合計 10,913 10,951

経常利益又は経常損失（△） △258,159 33,149

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 33

特別利益合計 － 33

特別損失   

過年度返品調整引当金繰入額 7,620 －

投資有価証券評価損 7,999 2,064

関係会社株式評価損 － 1,197

特別損失合計 15,619 3,261

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △273,779 29,921

法人税等 31,630 13,751

四半期純利益又は四半期純損失（△） △305,409 16,170
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【第３四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 2,120,795 2,402,916

売上原価 1,336,308 1,538,997

売上総利益 784,487 863,918

販売費及び一般管理費 845,249 836,091

営業利益又は営業損失（△） △60,761 27,827

営業外収益   

受取利息 161 141

為替差益 267 －

受取手数料 1,562 2,130

その他 1,439 1,038

営業外収益合計 3,430 3,310

営業外費用   

支払利息 3,154 3,689

為替差損 － 119

営業外費用合計 3,154 3,809

経常利益又は経常損失（△） △60,486 27,328

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － △171

投資有価証券評価損戻入益 － 72

特別利益合計 － △99

特別損失   

投資有価証券評価損 7,999 －

特別損失合計 7,999 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △68,486 27,229

法人税等 420 12,223

四半期純利益又は四半期純損失（△） △68,906 15,006
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△273,779 29,921

減価償却費 49,858 44,220

貸倒損失 2,928 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 16,057 △2,860

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － 1,700

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,740 4,356

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,937 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,225 752

返品調整引当金の増減額（△は減少） 15,944 2,867

株式報酬費用 5,951 －

投資有価証券評価損益（△は益） 7,999 2,064

関係会社株式評価損 － 1,197

受取利息及び受取配当金 △240 △200

支払利息 8,231 10,596

為替差損益（△は益） 2,420 354

売上債権の増減額（△は増加） 34,174 △336,486

たな卸資産の増減額（△は増加） △159,513 △94,653

仕入債務の増減額（△は減少） △22,568 289,830

未収消費税等の増減額（△は増加） △14,162 13,898

未払消費税等の増減額（△は減少） △34,285 11,913

その他の資産の増減額（△は増加） △7,174 16,722

その他の負債の増減額（△は減少） 17,241 △913

小計 △338,013 △4,717

利息及び配当金の受取額 227 198

利息の支払額 △8,220 △10,371

法人税等の支払額 △410 △3,988

法人税等の還付額 26,552 13

営業活動によるキャッシュ・フロー △319,864 △18,864

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,571 △282

無形固定資産の取得による支出 △1,447 △638

関係会社株式の取得による支出 － △24,000

貸付金の回収による収入 2,858 4,916

貸付けによる支出 △750 △51,050

差入保証金の差入による支出 △5,760 △200

差入保証金の回収による収入 － 3,475

保険積立金の解約による収入 2,437 －

その他 △203 △3,663

投資活動によるキャッシュ・フロー △5,435 △71,441
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成22年２月28日) 

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） 370,000 △100,000

長期借入れによる収入 300,000 250,000

長期借入金の返済による支出 △331,811 △288,594

自己株式の取得による支出 △84,490 －

配当金の支払額 △5,923 △76

財務活動によるキャッシュ・フロー 247,775 △138,670

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,420 △354

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △79,946 △229,331

現金及び現金同等物の期首残高 215,642 308,969

現金及び現金同等物の四半期末残高 135,696 79,637
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（4）継続企業の前提に関する注記 

   該当事項はありません。 

 

（5）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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