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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第25期

第２四半期連結
累計期間

第25期
第２四半期連結
会計期間

第24期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年９月30日

自平成20年７月１日
至平成20年９月30日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

売上高（千円） 3,739,719 1,982,000 8,277,621

経常利益（千円） 454,032 230,835 432,129

四半期（当期）純損益（千円）

（△は損失）
228,749 126,547 △311,826

純資産額（千円） － 14,822,474 14,860,543

総資産額（千円） － 18,788,722 19,370,039

１株当たり純資産額（円） － 1,077.30 1,079.91

１株当たり四半期（当期）純損益

金額（円）（△は損失）
16.62 9.20 △22.54

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） － 78.9 76.7

営業活動による

キャッシュ・フロー（千円）
1,057,731 － 2,435,698

投資活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△44,075 － △36,636

財務活動による

キャッシュ・フロー（千円）
△206,743 － △768,978

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高（千円）
－ 4,958,713 4,100,738

従業員数（人） － 268 287

　（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．売上高に消費税は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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２【事業の内容】

　当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要な

変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

３【関係会社の状況】

　当第２四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

４【従業員の状況】

(1）連結会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 268 (79)

   (注）  従業員数は就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除き、グループ外から当社グループへの出向

者を含む。）であり、パート及び嘱託社員は（　）内に当第２四半期連結会計期間の平均人員を外数で記載して

おります。

(2）提出会社の状況

　 平成20年９月30日現在

従業員数（人） 90 (5)

  （注）  従業員数は就業人員（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であり、パート及

び嘱託社員は（　）内に当第２四半期会計期間の平均人員を外数で記載しております。
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第２【事業の状況】

１【仕入、契約及び販売の状況】

(1) 商品仕入実績

　当第２四半期連結会計期間の商品仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間

(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

アート関連事業（千円） 429,073

リゾート事業（千円） 60,111

健康産業事業（千円） 13,486

その他の事業（千円） 1,067

合計（千円） 503,740

　（注）１．金額は仕入価格によっております。

２．本表の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）契約状況

　当第２四半期連結会計期間の契約状況を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

契約高（千円） 契約残高（千円）

アート関連事業 1,154,250 890,768

金融サービス事業 147,821 1,919,834

リゾート事業 347,263 －

健康産業事業 144,101 －

その他の事業 8,877 －

消去又は全社 △1,025 －

合計 1,801,287 2,810,603

　（注）  金融サービス業の契約高は、割賦あっせん契約に係る会員手数料であります。

(3) 販売実績

　当第２四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。

事業の種類別セグメントの名称
当第２四半期連結会計期間

(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

アート関連事業（千円） 1,241,446

金融サービス事業（千円） 241,338

リゾート事業（千円） 347,263

健康産業事業（千円） 144,101

その他の事業（千円）  8,877

消去又は全社（千円） △1,025

合計（千円） 1,982,000

　（注）  本表の金額には、消費税等は含まれておりません。
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２【経営上の重要な契約等】

　当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結はありません。

３【財政状態及び経営成績の分析】

　文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判断した

ものです。

(1) 業績の状況　

　当第２四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に端を発する金融危機の拡大や、世界同

時株安、原油価格の高騰によるガソリン・食品その他の相次ぐ値上げにより個人消費は伸び悩み、景気の後退懸念は

否めない状況で推移いたしました。当社グループを取り巻く事業環境も依然厳しい状況が続いていくものと思われま

す。このような経済状況のもとで、当社グループは、新規顧客重視の営業政策とさらなる経費の削減を目指して活動し

てまいりました。

　この結果、当第２四半期連結会計期間の連結業績は、売上高1,982百万円、営業利益230百万円、経常利益230百万円、四

半期純利益126百万円となりました。

〔アート関連事業〕

　当社グループの主力事業である絵画等販売事業におきましては、新規顧客の獲得により一層注力し、催事販売におけ

る会場費等の経費削減・効率化に引き続き取り組んでまいりました結果、売上高は1,241百万円、営業利益143百万円と

なりました。

〔金融サービス事業〕

　当社グループ顧客に対する割賦販売斡旋業務を引き続き行なってまいりましたが、新規契約件数・金額の減少によ

り、売上高241百万円、営業利益146百万円となりました。

〔リゾート事業〕

　当社の株主優待制度条件変更により利用客数が減少し、それに伴い料飲部門・タラソテラピー部門の利用率も伸び

悩んだ等の結果、売上高347百万円、営業損失14百万円となりました。

〔健康産業事業〕

　フィットネスクラブ等における会員獲得数は堅調に推移しましたが、固定費を回収するには至らず、売上高144百万

円、営業損失46百万円となりました。

〔その他の事業〕

　家具販売事業の売上高は8百万円、営業損失7百万円となりました。

(2) キャッシュ・フローの状況　　

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は（以下「資金」という。）は、割賦利益繰延の減少、投

資有価証券の取得等の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益や売上債権の減少等の増加要因により、

4,958百万円となりました。

　当第２四半期連結会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）

　営業活動の結果得られた資金は820百万円となりました。

　これは主に割賦利益繰延の減少額93百万円等の減少要因があったものの、税金等調整前四半期純利益226百万円、売

上債権の減少額414百万円、仕入債務の増加212百万円等の増加要因があったことによります。

（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74百万円となりました。これは主に投資有価証券の取得75百万円等によります。

（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0百万円となりました。これは主に自己株式取得による支出であります。　　

(3) 事業上及び財務上の対処すべき課題

　　当第２四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について変更はありません。　

(4) 研究開発活動

　　該当事項はありません。

(5) 経営成績に重要な影響を与える原因及び経営戦略の現状と見通し　

当第２四半期会計期間において、当社の経営成績に重要な影響を与える要因に重要な変更はありません。　
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　当第２四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

(2）設備の新設、除却等の計画

　当第２四半期連結会計期間において、前四半期連結会計期間末において計画中であった重要な設備の新設、除却等

について、重要な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。
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第４【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 60,000,000

計 60,000,000

②【発行済株式】

種類
第２四半期会計期間末現
在発行数（株）
（平成20年９月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成20年11月13日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 15,463,816 15,463,816 ジャスダック証券取引所 －

計 15,463,816 15,463,816 － －

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

（３）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額
（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成20年７月１日～

平成20年９月30日　
－ 15,463,816 － 1,656,000 － 6,598,200
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（５）【大株主の状況】

　 平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(千株)

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

有限会社カツコーポレーション 東京都中央区銀座１丁目15番４号 5,900 38.15

野澤　克巳 東京都世田谷区 721 4.66

野澤　典子 東京都世田谷区 458 2.97

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１丁目１番５号 312 2.02

梶浦　唯乗 千葉県浦安市 286 1.85

梅田　照男 京都府京丹後市 255 1.65

みずほ信託　退職給付信託　

オリエントコーポレーション口
東京都中央区晴海１丁目８番12号 249 1.61

株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行 東京都千代田区丸の内２丁目７番１号 221 1.43

久良木　利光 福岡県三潴郡大木町 160 1.04

明治安田生命保険相互会社 東京都千代田区丸の内２丁目１番１号 141 0.92

計 － 8,706 56.30

　（注）１．上記のほか、当社が保有する自己株式が1,704千株あります。

２．有限会社カツコーポレーションは、当社株主野澤克巳が所有する会社であります。
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（６）【議決権の状況】

①【発行済株式】

　 平成20年９月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
普通株式   

1,704,900
－ －

完全議決権株式（その他）
普通株式   

13,757,900
137,579 －

単元未満株式
普通株式   

1,016
－

１単元（100株）

未満の株式

発行済株式総数 15,463,816 － －

総株主の議決権 － 137,579 －

　（注）「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,200株（議決権の数32個）含まれてお

ります。

②【自己株式等】

　 平成20年９月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

アールビバン株式会社
東京都中央区銀座１

丁目15番４号
1,704,900 － 1,704,900 11.03

計 － 1,704,900 － 1,704,900 11.03

２【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

月別 平成20年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高（円） 520 488 450 399 396 345

最低（円） 471 438 380 380 340 261

　（注）　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。

３【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書の提出後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はありません。　
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第５【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令

第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平

成20年９月30日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半

期連結財務諸表について、新日本有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,958,713 4,100,738

受取手形及び売掛金 ※
 8,184,623

※
 9,110,343

商品 465,128 432,852

製品 8,014 11,781

原材料 12,270 12,334

仕掛品 1,517 1,222

貯蔵品 58,711 61,480

前払費用 387,019 484,685

繰延税金資産 506,517 506,603

その他 136,757 372,045

貸倒引当金 △82,556 △67,958

流動資産合計 14,636,715 15,026,131

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 2,599,793 2,633,679

減価償却累計額 △826,304 △829,259

建物及び構築物（純額） 1,773,488 1,804,419

土地 324,468 331,768

建設仮勘定 31,566

その他 545,042 548,578

減価償却累計額 △276,402 △279,299

その他（純額） 268,639 269,279

有形固定資産合計 2,366,596 2,437,033

無形固定資産

のれん 35,670 44,574

その他 47,244 35,776

無形固定資産合計 82,914 80,351

投資その他の資産

投資有価証券 908,219 977,918

敷金及び保証金 381,302 439,041

繰延税金資産 130,718 132,327

その他 350,617 341,770

貸倒引当金 △68,362 △64,534

投資その他の資産合計 1,702,495 1,826,523

固定資産合計 4,152,006 4,343,908

資産合計 18,788,722 19,370,039
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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20年３月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 342,747 190,978

未払法人税等 224,455 245,076

賞与引当金 87,714 88,516

返品調整引当金 17,308 42,181

割賦利益繰延 1,920,078 2,184,440

その他 1,031,316 1,393,207

流動負債合計 3,623,621 4,144,400

固定負債

退職給付引当金 12,335 9,914

役員退職慰労引当金 304,219 329,373

その他 26,071 25,807

固定負債合計 342,626 365,095

負債合計 3,966,247 4,509,495

純資産の部

株主資本

資本金 1,656,000 1,656,000

資本剰余金 6,706,301 6,706,301

利益剰余金 7,690,067 7,667,730

自己株式 △1,139,159 △1,138,565

株主資本合計 14,913,210 14,891,467

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △90,735 △30,923

評価・換算差額等合計 △90,735 △30,923

純資産合計 14,822,474 14,860,543

負債純資産合計 18,788,722 19,370,039
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（２）【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）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 3,739,719

売上原価 1,696,905

売上総利益 2,042,814

販売費及び一般管理費 ※
 1,653,405

営業利益 389,408

営業外収益

受取利息 5,142

受取配当金 5,708

為替差益 33,563

投資事業組合運用益 1,029

その他 21,244

営業外収益合計 66,688

営業外費用

不動産賃貸費用 1,774

その他 290

営業外費用合計 2,064

経常利益 454,032

特別利益

前期損益修正益 692

特別利益合計 692

特別損失

固定資産除却損 1,546

投資有価証券評価損 3,503

貸倒引当金繰入額 3,275

店舗閉鎖損失 9,433

その他 1,017

特別損失合計 18,777

税金等調整前四半期純利益 435,947

法人税、住民税及び事業税 191,624

法人税等調整額 15,573

法人税等合計 207,197

四半期純利益 228,749

EDINET提出書類

アールビバン株式会社(E03276)

四半期報告書

13/23



【第２四半期連結会計期間】
（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
　至　平成20年９月30日)

売上高 1,982,000

売上原価 929,820

売上総利益 1,052,180

販売費及び一般管理費 ※
 821,316

営業利益 230,864

営業外収益

受取利息 4,359

受取配当金 858

その他 10,989

営業外収益合計 16,207

営業外費用

投資事業組合運用損 1,986

為替差損 13,730

不動産賃貸費用 333

その他 184

営業外費用合計 16,235

経常利益 230,835

特別利益

貸倒引当金戻入額 436

特別利益合計 436

特別損失

投資有価証券評価損 3,503

固定資産除却損 261

店舗閉鎖損失 736

特別損失合計 4,502

税金等調整前四半期純利益 226,769

法人税、住民税及び事業税 89,735

法人税等調整額 10,487

法人税等合計 100,222

四半期純利益 126,547
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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）

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年９月30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 435,947

減価償却費 93,120

のれん償却額 8,904

貸倒引当金の増減額（△は減少） 18,425

受取利息及び受取配当金 △10,851

為替差損益（△は益） △20,122

売上債権の増減額（△は増加） 925,720

たな卸資産の増減額（△は増加） △25,969

仕入債務の増減額（△は減少） 151,768

賞与引当金の増減額（△は減少） △802

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,421

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △25,154

返品調整引当金の増減額（△は減少） △24,872

固定資産除却損 1,546

投資事業組合運用損益（△は益） △1,029

前払費用の増減額（△は増加） 97,666

割賦利益繰延の増減額（△は減少） △264,362

その他 △105,259

小計 1,257,097

利息及び配当金の受取額 10,851

法人税等の支払額 △210,217

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,057,731

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 △25,983

無形固定資産の取得による支出 △20,631

投資有価証券の取得による支出 △75,000

敷金及び保証金の差入による支出 △53,593

敷金及び保証金の回収による収入 111,332

その他 19,800

投資活動によるキャッシュ・フロー △44,075

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △206,413

その他 △330

財務活動によるキャッシュ・フロー △206,743

現金及び現金同等物に係る換算差額 △64

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 806,849

非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の
増加額

51,125

現金及び現金同等物の期首残高 4,100,738

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 4,958,713
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【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】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

会計処理基準に関する事項の

変更

重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

　

たな卸資産　

  通常の販売目的で保有するたな卸資産に

ついては、従来、主として個別法による原価

法によっておりましたが、第１四半期連結

会計期間より「棚卸資産の評価に関する会

計基準」（企業会計基準第９号　平成18年

７月５日）が適用されたことに伴い、主と

して個別法による原価法（貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）により算定しております。

　なお、これによる営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益への影響はあり

ません。

【簡便な会計処理】

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

１．固定資産の減価償却費の

算定方法　

　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。　

２．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、前連結会計年度末以降経営環境等及

び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、前連結会計年度にお

いて使用した将来の業績予想やタックス・

プランニングを利用する方法によっており

ます。　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）　

該当事項はありません。　
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

※ 連結子会社の割賦斡旋業務により発生した割賦債権に

係る受取手形4,638,249千円及び割賦売掛金3,190,614千

円が含まれております。　　

※ 連結子会社の割賦斡旋業務により発生した割賦債権に

係る受取手形5,754,673千円及び割賦売掛金2,947,121千

円が含まれております。　

（四半期連結損益計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のとお

りであります。

会場費 192,714千円

広告宣伝費 228,866 

給与・賞与手当 344,948 

賞与引当金繰入額 53,991 

役員退職慰労引当金繰入額 8,919 

貸倒引当金繰入額 15,150 

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

※ 販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次のとお

りであります。

会場費 94,788千円

広告宣伝費 118,524 

給与・賞与手当 168,147 

賞与引当金繰入額 25,325 

役員退職慰労引当金繰入額 3,833 

貸倒引当金繰入額 13,550 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借

対照表に記載されている科目の金額との関係

（平成20年９月30日現在）

現金及び預金勘定 4,958,713千円

現金及び現金同等物 4,958,713 
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（株主資本等関係）

  当第２四半期連結会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至　平

成20年９月30日）

１．発行済株式の種類及び総数

　普通株式　　　　　　　　 　15,463千株　

２．自己株式の種類及び株式数

　普通株式　　　　　　　　　　1,704千株　

３．新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

４．配当に関する事項

 　 （１）　配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月19日

定時株主総会
普通株式 206,413 15 平成20年３月31日 平成20年６月20日 利益剰余金

（２）　基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期間末後

となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年11月10日

取締役会
普通株式 68,794 5 平成20年９月30日 平成20年12月19日 利益剰余金

５．株主資本の金額の著しい変動　

当第２四半期連結累計期間における剰余金の配当については、「４．配当に関する事項」に記載しており

ます。なお、この他に該当事項はありません。
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（セグメント情報）

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

 
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         

(1) 外部顧客に対す

る売上高
1,241,446 241,338 347,263 144,101 8,877 1,983,026 (1,025) 1,982,000

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ － － － － － － －

計 1,241,446 241,338 347,263 144,101 8,877 1,983,026 (1,025) 1,982,000

営業利益

（又は

営業損失△）

143,270 146,961 △14,120 △46,948 △7,990 221,171 9,692 230,864

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

 
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         

(1) 外部顧客に対す

る売上高
2,348,269 494,369 605,876 280,933 15,388 3,744,836 (5,117) 3,739,719

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高

－ － 5,612 － － 5,612 (5,612) －

計 2,348,269 494,369 611,489 280,933 15,388 3,750,449 (10,730) 3,739,719

営業利益

（又は

営業損失△）

263,168 310,721 △96,489 △94,298 △15,042 368,059 21,349 389,408

　（注）１．事業区分は、提供するサービスの類似性を考慮して、内部管理上採用している区分によっております。

２．各区分に属する主要な事業の内容

アート関連事業　　　版画等絵画の販売及びこれに付随する事業

金融サービス事業　　割賦販売斡旋事業

リゾート事業　　　　リゾートホテルの運営

健康産業事業　　　　ヨーガスタジオ、フィットネスクラブの営業

その他の事業　　　　家具販売事業

３．事業区分の方法の変更

　従来、イラスト系雑誌の出版は出版事業として「その他の事業」の区分に属しておりましたが、内部管理

上、事業としての独自性が低下し、アート関連事業のイラスト系作家開発に付随して行われることが多く

なってきたことから、事業の実態を反映したより適正なセグメントで表示するため、第１四半期連結累計期

間より、所属する区分を「アート関連事業」に変更いたしました。この変更に伴い、従来の方法によった場合

に比べて、当第２四半期連結累計期間における「アート関連事業」の売上高が19,312千円増加し、「その他の

事業」の売上高が同額減少しております。また、当第２四半期連結累計期間における「アート関連事業」の

営業利益が82,461千円減少し、「その他の事業」の営業損失が同額減少しております。　

４．会計処理方法の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準）

「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」に記載のとおり、第１四半期連結会計

期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しており

ます。なお、これによる営業利益への影響はありません。
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【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　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】

当第２四半期連結会計期間（自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日）及び当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日）

　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。

（有価証券関係）

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありませ

ん。　

（デリバティブ取引関係）

前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。　

（ストック・オプション等関係）

該当事項はありません。

（企業結合等関係）

当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日　至平成20年９月30日）　

該当事項はありません。　

（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第２四半期連結会計期間末
（平成20年９月30日）

前連結会計年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 1,077.30円 １株当たり純資産額 1,079.91円

２．１株当たり四半期純利益金額

当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

１株当たり四半期純利益金額 16.62円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

１株当たり四半期純利益金額 9.20円

なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　　（注）１株当たり四半期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　
当第２四半期連結累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日）

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

四半期純利益（千円） 228,749 126,547

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益（千円） 228,749 126,547

期中平均株式数（株） 13,760,816 13,760,816

（重要な後発事象）

　　該当事項はありません。
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（リース取引関係）

　所有権移転外ファイナンス・リース取引について、通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行なっており

ますが、当四半期連結会計期間におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい変動がありません。　

２【その他】

平成20年11月10日開催の取締役会において、当期中間配当に関し、次のとおり決議いたしました。

（イ）中間配当による配当金の総額　　　　　　68,794千円

（ロ）１株当たりの金額　　　　　　　　　　　5円00銭

（ハ）支払請求の効力発生日及び支払開始日　　平成20年12月19日

（注）平成20年９月30日現在の株主名簿及び実質株主名簿に記載された株主に対し、支払いを行います。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成20年11月12日

アールビバン株式会社

取締役会　御中

新日本有限責任監査法人

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 岩　瀬　佐千世　　印

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 伊　藤　恭　治　　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているアールビバン株式会

社の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日から平成

20年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成20年４月１日から平成20年９月30日まで）に係る四半期連結財務

諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期

レビューを行った。この四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財

務諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続

その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実

施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、アールビバン株式会社及び連結子会社の平成20年９月30日現在の財政状

態、同日をもって終了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連結累計期

間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　追記情報

　「（セグメント情報）［事業の種類別セグメント情報］（注）３.事業区分の方法の変更」に記載されているとおり、従

来、イラスト系雑誌の出版は「その他の事業」の区分に属していたが、第１四半期連結累計期間より、所属する区分を

「アート関連事業」に変更した。

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　（注）１. 上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

　　　　２. 四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれておりません。
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