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（百万円未満切捨て）

１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 6,379 △13.4 511 △13.7 570 △15.7 146 －

19年３月期第３四半期 7,364 △6.9 592 △44.0 677 △43.6 △451 －

19年３月期 9,449  523  663  △791  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 10 54 － －

19年３月期第３四半期 △33 03 － －

19年３月期 △57 77 － －

(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

20年３月期第３四半期 19,838 15,410 77.7 1,115 48

19年３月期第３四半期 22,068 16,161 73.2 1,166 75

19年３月期 21,098 15,789 74.8 1,139 90

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年３月期第３四半期 1,877 △54 △737 3,569

19年３月期第３四半期 786 △923 △594 2,305

19年３月期 1,330 △832 △1,094 2,463

２．配当の状況

 １株当たり配当金  

（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭
19年３月期 15 00 15 00 30 00

20年３月期 15 00 －

20年３月期（予想） － 15 00 30 00

－ 1 －



３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）　　【参考】

（％表示は対前期増減率）

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

通期 8,700 △7.9 710 35.8 770 16.1 240 － 17 33

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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　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。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社グループが判断したものであり、多分に不確定な

要素を含んでおります。実際の業績は経済情勢等今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。
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【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

　当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を発端にしたアメリカ経済の減速、世界

同時株安、原油価格の高騰といった外部要因や、年金問題、原油価格の高騰によるガソリン・灯油の高値安定、原材料

の価格上昇による商品価格の相次ぐ値上げ等もあり、個人消費は盛り上がりに欠け、景気は力強さに欠ける推移をいた

しました。

　このような状況のもと、当社グループは、引き続き新規顧客の開拓と、さらなる営業活動の効率化・合理化を推進し、

業績の向上に努めてまいりましたが、当第３四半期連結会計期間の連結業績は、売上高6,379百万円（前年同期比13.4％

減）、営業利益511百万円（同13.7％減）、経常利益570百万円（同15.7％減）となったものの、商品評価損等の特別損

失が減少したことにより、四半期純利益は146百万円（前年同期は451百万円の四半期純損失）となりました。

◆アート関連事業

　引き続き四半期に１度開催しております、顧客優待展「ジャパン・アート・エキスポ」をメイン催事と位置づける一

方、週末を中心に、ショッピングセンターやイベント会場で展示販売会を開催する事で、新規顧客の獲得を目指した営

業活動にシフトしてまいりましたが、新規顧客の比率は向上したものの、契約件数の増加には至らない状況でした。ま

た、催事会場費や広告宣伝費等、販売変動費を抑制することでさらなる経費の削減に努めてまいりました結果、売上高

3,948百万円（同20.8％減）、営業利益235百万円（同30.2％増）となり、売上高は減収となりましたが、利益面では増

益となりました。

◆金融サービス事業

　当社顧客や、子会社『株式会社ｅ・ジュネックス』の顧客に対する販売代金の割賦販売斡旋業務を行ってまいりまし

たが、新規契約件数・契約額の減少に伴い、取扱高、収益計上額とも減少いたしました。その結果、売上高は909百万円

（同8.0％減）となり、営業利益は543百万円（同8.5％減）となりました。

◆リゾート事業

　株主優待制度の条件変更の影響等もあり、宿泊部門の利用客数の減少による客室稼働率の低下が見られ、それに伴い、

料飲・ブライダル・タラソテラピーといった各部門も利用客数が減少する事となりました。その結果、売上高は1,049百

万円（同7.0％減）、営業損失は14百万円（前年同期は27百万円の営業利益）となりました。

◆健康産業事業

　開業から１年が経過いたしました「カルナ　フィットネス＆スパ」は、着実に会員数を伸ばしておりますが目標会員

数には及ばず、営業費用を賄うには至りませんでした。また、ヨガ関連の不採算店舗を一店舗閉鎖し、経営の効率化・

合理化を進めてまいりました。その結果、売上高312百万円（同116.2％増）、営業損失は206百万円となりました。

◆その他の事業

　家具販売事業、出版事業の売上高は186百万円となりましたが、営業費用を賄えず97百万円の営業損失となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期末における総資産は19,838百万円と、前連結会計年度末に比べ1,260百万円減少しております。

また、純資産は15,410百万円となり、自己資本比率は77.7％と当四半期において2.9ポイント改善しております。

　キャッシュフローの状況につきましては、当第３四半期末における現金及び現金同等物は3,569百万円となり、前連結

会計年度末と比較して1,105百万円の増加となりました。 

　営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益440百万円、売上債権の減少額1,606百万円等あっ

たものの、割賦繰延利益の減少額652百万円等により1,877百万円の収入となりました。

　投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出55百万円等により54百万円の支出となりまし

た。

　財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純減額300百万円、配当金の支払415百万円等により737百万円の

支出となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第３四半期までの業績は計画どおり推移しており、平成19年11月20日付「平成20年３月期通期業績予想の修正に関

するお知らせ」にて公表いたしました業績予想に変更はありません。
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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）

  該当事項はありません。

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

引当金の計上基準等につきまして、一部簡便的な方法によっております。

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

（減価償却方法の変更）

法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成19年４月１日以降に取得した有形固定資産について、改正後

の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。これによる損益に与える影響額は軽微であります。
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５．四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

増減
（参考）

平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

１．現金及び預金 2,305,649 3,569,021 1,263,371 54.8 2,463,467

２．受取手形及び売
掛金

11,933,760 9,668,772 △2,264,988 △19.0 11,269,874

３．たな卸資産 958,487 632,166 △326,321 △34.0 766,485

４．前払費用 773,291 562,131 △211,160 △27.3 707,222

５．その他 710,437 752,163 41,725 5.9 887,170

貸倒引当金 △2,424 △43,139 △40,715 － △1,924

流動資産合計 16,679,204 15,141,114 △1,538,089 △9.2 16,092,296

Ⅱ　固定資産      

(1）有形固定資産      

１．建物及び構築物 1,975,529 1,835,124 △140,405 △7.1 1,914,158

２．土地 533,398 533,398 － － 533,398

３．建設仮勘定 － 2,225 2,225 － －

４．その他 326,285 285,253 △41,032 △12.6 306,704

有形固定資産合
計

2,835,213 2,656,001 △179,212 △6.3 2,754,261

(2）無形固定資産      

１．のれん － 49,022 49,022 － －

２．その他 48,187 49,690 1,502 3.1 43,940

無形固定資産合
計

48,187 98,712 50,524 104.8 43,940

(3）投資その他の資
産

     

１．投資有価証券 1,628,504 1,127,096 △501,407 △30.8 1,409,286

２．敷金及び保証金 536,621 454,371 △82,249 △15.3 449,888

３．その他 459,328 424,233 △35,094 △7.6 415,628

投資損失引当金 △61,305 － 61,305 － －

貸倒引当金 △58,231 △63,278 △5,046 8.7 △66,451

投資その他の資
産合計

2,504,916 1,942,423 △562,492 △22.5 2,208,351

固定資産合計 5,388,318 4,697,138 △691,180 △12.8 5,006,554

Ⅲ　繰延資産 788 － △788 － －

資産合計 22,068,311 19,838,252 △2,230,058 △10.1 21,098,851
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科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

増減
（参考）

平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１．買掛金 133,257 113,040 △20,216 △15.2 161,524

２．短期借入金 800,000 － △800,000 － 300,000

３．未払法人税等 59,027 188,473 129,445 219.3 60,900

４．割賦繰延利益 3,254,441 2,418,739 △835,702 △25.7 3,070,982

５．その他 1,348,621 1,373,972 25,350 1.9 1,334,615

流動負債合計 5,595,347 4,094,225 △1,501,122 △26.8 4,928,023

Ⅱ　固定負債      

１．役員退職慰労引
当金

307,812 325,494 17,681 5.7 312,464

２．その他 3,169 7,624 4,454 140.6 68,448

固定負債合計 310,981 333,118 22,136 7.1 380,912

負債合計 5,906,329 4,427,343 △1,478,986 △25.0 5,308,936

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

　１．資本金 1,656,000 1,656,000 － － 1,656,000

　２．資本剰余金 6,709,722 6,706,301 △3,420 △0.1 6,706,301

　３．利益剰余金 8,735,073 8,125,589 △609,483 △7.0 8,395,116

　４．自己株式 △1,085,044 △1,107,045 △22,000 2.0 △1,085,146

　　株主資本合計 16,015,751 15,380,846 △634,905 △4.0 15,672,272

Ⅱ　評価・換算差額等      

１．その他有価証券
評価差額金

146,230 30,062 △116,167 △79.4 117,642

　　評価・換算差額等
合計

146,230 30,062 △116,167 △79.4 117,642

純資産合計 16,161,981 15,410,909 △751,072 △4.6 15,789,914

負債・純資産合計 22,068,311 19,838,252 △2,230,058 △10.1 21,098,851

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

増減
（参考）

平成19年３月期

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 7,364,484 6,379,436 △985,047 △13.4 9,449,150

Ⅱ　売上原価 2,759,750 2,704,985 △54,764 △2.0 3,815,006

売上総利益 4,604,733 3,674,450 △930,283 △20.2 5,634,143

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

4,012,512 3,163,272 △849,240 △21.2 5,110,555

営業利益 592,221 511,178 △81,042 △13.7 523,588

Ⅳ　営業外収益      

１．受取配当金 13,766 7,700 △6,066 △44.1 14,567

２．その他 82,055 56,134 △25,920 △31.6 130,696

営業外収益合計 95,822 63,834 △31,987 △33.4 145,264

Ⅴ　営業外費用 10,806 4,180 △6,626 △61.3 4,967

経常利益 677,236 570,832 △106,403 △15.7 663,884

Ⅵ　特別利益 2,822 9,840 7,017 248.7 1,553

Ⅶ　特別損失      

１．商品評価損 667,162 － △667,162 － 667,162

２．事業所閉鎖損 1,951 29,006 27,054 － 185,818

３．その他 56,761 110,752 53,990 95.1 175,239

特別損失合計 725,876 139,758 △586,117 △80.7 1,028,220

税金等調整前四半
期（当期）純利益
（△純損失）

△45,817 440,914 486,731 － △362,782

税金費用 383,657 294,881 △88,776 △23.1 406,650

少数株主利益 22,257 － △22,257 － 22,257

四半期（当期）純
利益（△純損失）

△451,732 146,032 597,765 － △791,690

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日　残高
（千円）

1,656,000 6,598,200 9,597,514 △1,302,937 16,548,777

第３四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）２   △202,926  △202,926

剰余金の配当   △207,781  △207,781

四半期純損失   △451,732  △451,732

自己株式の取得    △118,875 △118,875

自己株式の処分  111,521  336,768 448,289

株主資本以外の項目の第３四半期連
結会計期間中の変動額（純額）

    －

第３四半期連結会計期間中の変動額合
計（千円）

－ 111,521 △862,440 217,893 △533,025

平成18年12月31日　残高
（千円）

1,656,000 6,709,722 8,735,073 △1,085,044 16,015,751

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日　残高
（千円）

283,900 283,900 348,644 17,181,322

第３四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当（注）２    △202,926

剰余金の配当    △207,781

四半期純損失    △451,732

自己株式の取得    △118,875

自己株式の処分    448,289

株主資本以外の項目の第３四半期連
結会計期間中の変動額（純額）

△137,670 △137,670 △348,644 △486,314

第３四半期連結会計期間中の変動額合
計（千円）

△137,670 △137,670 △348,644 △1,019,340

平成18年12月31日　残高
（千円）

146,230 146,230 － 16,161,981

 （注）１.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

 ２.平成18年６月の定期株主総会における利益処分項目であります。
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当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年3月31日　残高
（千円）

1,656,000 6,706,301 8,395,116 △1,085,146 15,672,272

第３四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △415,559  △415,559

四半期純利益   146,032  146,032

自己株式の取得    △21,898 △21,898

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額（純額）

     

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

－ － △269,526 △21,898 △291,425

平成19年12月31日　残高
（千円）

1,656,000 6,706,301 8,125,589 △1,107,045 15,380,846

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評価
差額金

評価・換算差額等
合計

平成19年3月31日　残高
（千円）

117,642 117,642 15,789,914

第３四半期連結会計期間中の変動額

剰余金の配当   △415,559

四半期純利益   146,032

自己株式の取得   △21,898

株主資本以外の項目の第３四半期
連結会計期間中の変動額（純額）

△87,580 △87,580 △87,580

第３四半期連結会計期間中の変動額
合計（千円）

△87,580 △87,580 △379,005

平成19年12月31日　残高
（千円）

30,062 30,062 15,410,909

 （注）記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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（参考）前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年3月31日　残高
（千円）

1,656,000 6,598,200 9,597,514 △1,302,937 16,548,777

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当　(注）２   △202,926  △202,926

剰余金の配当   △207,781  △207,781

当期純純損失   △791,690  △791,690

自己株式の取得    △101 △101

自己株式の処分  108,101  217,893 325,994

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計　
（千円）

－ 108,101 △1,202,398 217,791 △876,505

平成19年3月31日　残高
（千円）

1,656,000 6,706,301 8,395,116 △1,085,146 15,672,272

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評価
差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年3月31日　残高
（千円）

283,900 283,900 348,644 17,181,322

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当　（注）２    △202,926

剰余金の配当    △207,781

当期純純損失    △791,690

自己株式の取得    △101

自己株式の処分    325,994

株主資本以外の項目の連結会計年度
中の変動額（純額）

△166,257 △166,257 △348,644 △514,902

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△166,257 △166,257 △348,644 △1,391,407

平成19年3月31日　残高
（千円）

117,642 117,642 － 15,789,914

 （注）１.記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。

 ２.平成18年６月の定期株主総会における利益処分項目であります。
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

 
前年同四半期

（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

（参考）
平成19年３月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税金等調整前四半期
（当期）純利益
（△純損失）

△45,817 440,914 △362,782

減価償却費 159,210 152,097 223,500

投資損失引当金の増
加額

47,000 － －

売上債権の減少額 728,770 1,606,188 1,392,655

たな卸資産の減少額 618,484 137,789 810,486

割賦繰延利益の減少
額

△94,704 △652,243 △278,162

その他 101,104 364,230 251,784

小計 1,514,046 2,048,976 2,037,482

法人税等の支払額 △744,392 △176,870 △704,710

その他 17,252 5,411 △2,442

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

786,907 1,877,517 1,330,329

Ⅱ　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

△780,129 △55,932 △908,307

敷金及び保証金の差
入による支出

△137,304 △47,877 △145,366

敷金及び保証金の返
還による収入

－ 46,692 102,743

投資事業組合からの
分配による収入

93,323 83,957 188,036

投資事業組合への払
込による支出

△9,644 △7,726 △10,291

その他 △89,770 △73,560 △59,514

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△923,526 △54,446 △832,698
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前年同四半期

（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

（参考）
平成19年３月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

   

短期借入金純増減額 △100,000 △300,000 △600,000

自己株式処分による
収入

74,369 － －

自己株式取得による
支出

△118,875 △21,898 －

配当金の支払額 △410,708 △415,559 △410,708

その他 △39,063 － △83,670

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

△594,277 △737,458 △1,094,378

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

－ － 7,838

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増加額（△減少額）

△730,896 1,085,613 △588,908

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

3,036,545 2,463,467 3,036,545

Ⅶ　合併に伴う現金及び現
金同等物増加額

－ 19,940 15,830

Ⅷ　現金及び現金同等物の
期末残高

2,305,649 3,569,021 2,463,467

　（注）　記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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(5）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期（平成19年３月期第３四半期）

 
アート関
連事業
（千円）

金融サー
ビス事業
（千円）

リゾート
事業
（千円）

健康産業
事業
（千円）

その他の
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 4,983,768 988,610 1,127,978 144,639 142,777 7,387,775 (23,291) 7,364,484

営業費用 4,803,219 395,364 1,100,281 292,524 289,746 6,881,135 (108,872) 6,772,263

営業利益

（又は△損失）
180,548 593,246 27,697 △147,884 △146,969 506,639 85,581 592,221

当四半期（平成20年３月期第３四半期）

 
アート関
連事業
（千円）

金融サー
ビス事業
（千円）

リゾート
事業
（千円）

健康産業
事業
（千円）

その他の
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 3,948,878 909,090 1,049,472 312,691 186,168 6,406,301 (26,864) 6,379,436

営業費用 3,713,866 366,088 1,063,845 519,493 283,263 5,946,557 (78,299) 5,868,258

営業利益

（又は△損失）
235,012 543,002 △14,373 △206,802 △97,094 459,744 51,434 511,178

（参考）前期（平成19年３月期）

 
アート関
連事業
（千円）

金融サー
ビス事業
（千円）

リゾート
事業
（千円）

家具販売
事業
（千円）

健康産業
事業
（千円）

その他の
事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

売上高 6,310,815 1,304,018 1,436,549 93,582 216,074 120,146 9,481,186 (32,036) 9,449,150

営業費用 6,112,254 517,780 1,480,310 209,247 508,925 237,405 9,065,924 (140,362) 8,925,562

営業利益

（又は

　△損失）

198,561 786,237 △43,761 △115,664 △292,851 △117,258 415,262 108,325 523,588

〔所在地別セグメント情報〕

前年同四半期及び当四半期

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

〔海外売上高〕

前年同四半期及び当四半期

　海外売上高は連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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