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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22期
第３四半期
累計期間

第22期
第３四半期
会計期間

第21期

会計期間
自平成20年４月１日
至平成20年12月31日

自平成20年10月１日
至平成20年12月31日

自平成19年４月１日
至平成20年３月31日

売上高（百万円） 51,646 18,583 63,224

経常利益（百万円） 　　　　　　　1,510 699 2,362

四半期（当期）純利益（百万円） 833 497 1,174

持分法を適用した場合の投資利益（百万円） ― ― ―

資本金（百万円） ― 1,278 1,278

発行済株式総数（株） ― 75,840 75,840

純資産額（百万円） ― 9,609 8,979

総資産額（百万円） ― 31,320 24,028

１株当たり純資産額（円） ― 126,704.52118,399.36

１株当たり四半期（当期）純利益金額（円） 10,995.55 6,559.62 15,484.28

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金

額（円）
― ― ―

１株当たり配当額（円） ― ― 2,500

自己資本比率（％） ― 30.7 37.4

営業活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
5,367 ― △1,485

投資活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△1,859 ― △2,099

財務活動による

キャッシュ・フロー（百万円）
△444 ― △235

現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高（百万

円）
― 5,293 2,237

従業員数（人） ― 296 280

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる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．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．持分法を適用した場合の投資利益につきましては、関連会社がないため、記載を省略しております。

４．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３四半期会計期間において、当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３四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

 

４【従業員の状況】

提出会社の状況

 平成20年12月31日現在

従業員数（人） 296(5,032)

　（注）１　従業員数は、就業人員であります。

２　（　）は、外書で臨時従業員の当第３四半期会計期間の平均雇用人員（１日８時間換算）であります。
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第２【事業の状況】

１【仕入及び販売の状況】

(1）仕入実績

　当第３四半期会計期間における仕入実績を商品区分別に示すと、次のとおりであります。

商品区分 仕入高（百万円） 前年同期比（％）

雑貨 9,440 －

菓子食品 2,060 －

その他 82 －

合計 11,583 －

　（注）１　金額は、仕入価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

ａ　商品区分別売上高

商品区分 売上高（百万円） 前年同期比（％）

雑貨 15,904 －

菓子食品 2,592 －

その他 86 －

合計 18,583 －

　（注）１　金額は、販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　その他には、店舗に設置した自動販売機等の手数料収入等が含まれております。

ｂ　事業部門別売上高

事業部門 売上高（百万円） 前年同期比（％）

直営売上高 17,107 －

ＦＣ売上高 1,149 －

卸売等売上高 138 －

海外売上高 187 －

合計 18,583 －

　（注）１　金額は、販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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ｃ　地域別売上高（直営売上高）

地域別
売上高合計 店舗異動状況（店舗数）

金額（百万円） 前年同期比（％）
当第３四半期会
計期間末店舗数

出店数 退店数

北海道東北地方 2,294 － 108 3 0

関東甲信越地方 4,941 － 240 10 4

東海北陸地方 5,637 － 257 8 2

関西地方 2,010 － 80 7 0

中国四国地方 743 － 32 1 1

九州沖縄地方 1,479 － 95 0 1

合計 17,107 － 812 29 8

　（注）１　金額は、販売価格によっております。

２　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

３　地域別の区分は、次のとおりであります。

北海道東北地方　　北海道、青森県、秋田県、岩手県、宮城県、山形県、福島県

関東甲信越地方　　茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、山梨県、新潟県、

長野県

東海北陸地方　　　岐阜県、愛知県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県

関西地方　　　　　滋賀県、京都府、大阪府、奈良県、和歌山県、兵庫県

中国四国地方　　　岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県

九州沖縄地方　　　福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県

ｄ　地域別売上高（ＦＣ売上高）

地域別
売上高合計 店舗異動状況（店舗数）

金額（百万円） 前年同期比（％）
当第３四半期会
計期間末店舗数

出店数 退店数

北海道東北地方 175 － 16 0 3

関東甲信越地方 113 － 23 0 1

東海北陸地方 305 － 35 0 0

関西地方 81 － 10 2 0

中国四国地方 228 － 26 0 2

九州沖縄地方 245 － 21 1 0

合計 1,149 － 131 3 6

　（注）１　金額は、販売価格によっております。

２　上記の金額には、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３四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

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が判断したものであります。

(1）業績の状況

当第３四半期会計期間のわが国経済は、海外経済の減速や為替円高を背景に輸出が大幅に減少し、設備投資も大幅

に減少するなど、景気は大きく悪化しました。企業収益は悪化を続けており、景気の先行きについては、当面悪化を続

ける可能性が高いものと見られます。

　小売業界におきましては、雇用・所得環境が厳しさを増す中で、個人消費は弱まっており、消費者態度指数等の消費

者心理を表す各種統計も著しい悪化を示すなど、先行きについても予断を許さない、極めて厳しい環境下にありま

す。

　このような状況のなか当社は、セリアブランド構築に向けた土台づくりをテーマとして、最適オペレーション構築

に向けた詳細な取り組みに注力するとともに、持続的に活性化しつづけるためのグランドデザインづくりを進めて

おります。直営既存店売上高につきましては、前年同期比98.7％となり、出退店につきましては、採算性を精査しつつ

前向きに進め、出店が直営店29店舗、ＦＣ店３店舗、退店が直営店８店舗、ＦＣ店６店舗と概ね計画どおり推移してお

り、当第３四半期会計期間末の店舗数は、直営店812店舗、ＦＣ店131店舗の合計943店舗となりました。

　一方、仕入原価につきましては、プラスチック原材料高等の影響は沈静化に向かっており、足元では上昇傾向には歯

止めがかかったものの、全般的には高めで推移しております。

　その結果、当第３四半期会計期間の売上高は185億83百万円、経常利益は６億99百万円、四半期純利益は４億97百万

円となりました。

 

(2）キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期会計期間末における現金及び現金同等物（以下、資金といいます。）の残高は、第２四半期会計期間末

に比べ27億92百万円増加し、52億93百万円となりました。

　当第３四半期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）

　当第３四半期会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、39億73百万円のプラスとなりました。これは、

税引前四半期純利益の計上９億87百万円、減価償却費４億75百万円および仕入債務の増加額39億94百万円などで

資金が増加したことに対し、減少は預け金の増加５億27百万円、たな卸資産の増加１億52百万円などにとどまっ

たためであります。なお、仕入債務の増加、売上債権の増加および預け金の増加は、主に期末日が銀行休業日にあ

たり、決済が翌月にずれ込んだためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、６億25百万円のマイナスとなりました。これ

は、新規出店に係る有形固定資産の取得等３億69百万円および差入保証金の差入２億48百万円などにより資金が

減少したためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、５億49百万円のマイナスとなりました。これ

は、長期借入れによる収入２億円による資金増加に対し、減少は長期借入金の返済５億46百万円およびリース債

務の返済２億２百万円などにより資金が減少したためであります。

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第３四半期会計期間において、当社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更および新たに生じた課題

はありません。

(4）研究開発活動

　該当事項はありません。

(5）経営戦略の現状と見通し

　当第３四半期会計期間において、経営戦略の現状と見通しについて重要な変更はありません。
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(6）資本の財源及び資金の流動性についての分析

①　キャッシュ・フローについて

　当第３四半期会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前期末に比べ30億55百万円増加し、52億93百万円とな

りました。当社は、第１四半期会計期間から四半期キャッシュ・フロー計算書を作成しているので、前年同期との

対比による分析を行っておりません。

②　資金需要及び財務政策

　当社の資金需要の主なものは、新規出店に係る設備投資に対するものであり、当第３四半期会計期間では11億10

百万円の投資を行っております。当第３四半期会計期間では新規出店および既存店のリニューアルを中心に投資

しております。

　当社は、財務体質の改善を経営上の重要な課題として位置付け、借入金依存度の引下げのための各種施策を行っ

ております。資金調達につきましては、調達期間と調達額を勘案して借入を最適の時期に行い、また金融機関の貸

出意欲の上昇に併せ金利交渉を進め借入金利の低減も図ってまいりました。

　今後とも、財務体質の改善を目指し適時最適な各種施策を行ってまいります。

(7）経営者の問題認識と今後の方針について

　当社経営陣は、現在の企業環境および入手可能な情報等に基づいて、最善の経営戦略・経営方針を立案すべく努め

ております。しかし、小売業界を取り巻く環境は厳しく、企業間競争の激化は一層続くものと思われます。このような

経営環境において、当社経営陣は経営に関する諸問題に対する意識を、経営陣だけに留めず広く社内全般で共有し、

問題解決に全社員で当たり速やかに解決する所存であります。
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第３【設備の状況】
(1）主要な設備の状況

　　当第３四半期会計期間において、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

　前四半期会計期間末に計画していた設備計画については、重要な変更はありません。

ａ　重要な設備計画の完了

　前四半期会計期間末に計画していた設備計画のうち、当第３四半期会計期間に完了した主なものは、次のとおり

であります。

事業所名
（所在地）

設備の内容
投資額
（百万円）

完了年月
増加面積
（㎡）

 Seriaイオンタウン明石店(兵

庫県明石市)
新設  60 平成20年10月 993

 Seria羽島インター店(岐阜県

羽島市)
新設  31 平成20年10月 858

 Seriaイオン加西北条店(兵庫

県加西市)
新設  45 平成20年10月 762

 Seria生活良品藤枝店(静岡県

藤枝市)
新設  29 平成20年11月 808

 Seriaゆめタウン三豊店(香川

県三豊市)
新設  27 平成20年11月 594

 Seriaフォレオ大津一里山店

(滋賀県大津市)
新設  54 平成20年11月 877

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

ｂ　重要な設備の新設等

　当第３四半期会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設等は、次のとおりであります。

事業所名
（所在地）

設備の内容
投資予定額

資金調達方法 着手年月
完了予定
年月

完成後の
増加面積
（㎡）

総額
（百万円）

既支払額
（百万円）

 Seria生活良品ピアシティ

小川店(茨城県小美玉市)
新設  47 20 自己資金

平成20年

11月

平成21年

１月
 519

 Seria生活良品ユニー大桑

店(埼玉県加須市)
新設  17 ― 自己資金

平成20年

12月 

平成21年

１月 
358

 Seria生活良品湯本南店

(福島県いわき市)
新設  39 ― 自己資金

平成20年

12月 

平成21年

２月 
 726

 Seria生活良品東山店(兵

庫県姫路市)
新設  54 ― 自己資金

平成20年

12月 

平成21年

２月 
 575

 平成21年３月までに出

店予定の７店舗
新設 194 ―

自己資金

銀行借入

平成21年

１月以降

平成21年

３月  
 3,412

合計 351 20     5,590

　（注）　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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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 200,000

計 200,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末
現在発行数（株）
（平成20年12月31日）

提出日現在
発行数（株）

（平成21年２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 75,840 75,840ジャスダック証券取引所 （注）

計 75,840 75,840 － －

 （注）　当社は単元株制度を採用しておりません。

（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
（百万円）

資本金残高
（百万円）

資本準備金
増減額
（百万円）

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年10月１日～平成
20年12月31日

― 75,840 ― 1,278 ― 1,419

 

（５）【大株主の状況】

　　フィデリティ投信株式会社およびその共同保有者であるエフエムアール　エルエルシー（FMR　LLC)から平

成20年11月10日付の大量保有報告書の変更報告書の写しの送付があり、平成20年10月31日現在でそれぞれ

以下のとおり株式を保有している旨の報告を受けておりますが、当社として株主名簿の記載内容が確認で

きないため、第３四半期会計期間末時点における実質所有株式数の確認ができません。

氏名又は名称 住所
保有株券等の数
（株）

株券等保有割合
（％）

フィデリティ投信株式会社
東京都港区虎ノ門四丁目3番1号　城山トラストタ

ワー
株式　　1,139 1.50

エフエムアール　エルエル

シー（FMR　LLC)

米国　02109　マサチューセッツ州ボストン、デ

ヴォンシャー・ストリート82
株式　　4,524 5.97
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（６）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載す

ることができないことから、直前の基準日（平成20年９月30日）に基づく株主名簿による記載をしております。

 

①【発行済株式】

 （平成20年12月31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） ― ― （注）

完全議決権株式（その他） 普通株式　　 75,840 75,840 （注）

端株 ― ― ―

発行済株式総数 75,840 ― ―

総株主の議決権 ― 75,840 ―

（注）　当社は単元株制度を採用しておりません。

 

②【自己株式等】

 （平成20年12月31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（％）

― ― ―  ―  ―  ―

計 ― ―  ―  ―  ―

 

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 10月 11月 12月

最高（円） 81,30091,60086,00077,00066,50064,80060,00057,50057,000

最低（円） 71,00080,60076,00064,10060,00056,00042,20050,00051,500

　（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日後、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】

１．四半期財務諸表の作成方法について

　当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号。以下「四半期財務諸表等規則」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３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20

年12月31日まで）および当第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期財務

諸表について、監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

３．四半期連結財務諸表について

　「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）第５条第２項により、

当社では、子会社の資産、売上高等から見て、当企業集団の財政状態および経営成績に関する合理的な判断を誤らせな

い程度に重要性が乏しいものとして、四半期連結財務諸表は作成しておりません。

　なお、資産基準、売上高基準、利益基準および利益剰余金基準による割合は次のとおりであります。

資産基準 0.2 ％

売上高基準 0.0 ％

利益基準 0.2 ％

利益剰余金基準 0.2 ％
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１【四半期財務諸表】
（１）【四半期貸借対照表】

（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,140 3,114

売掛金 722 514

商品 9,458 9,151

預け金 1,526 1,049

その他 649 216

貸倒引当金 △71 △65

流動資産合計 18,426 13,980

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,910 2,507

その他（純額） 3,214 1,557

有形固定資産合計 ※
 6,125

※
 4,064

無形固定資産 607 525

投資その他の資産

敷金及び保証金 5,246 4,727

その他 1,090 914

貸倒引当金 △176 △183

投資その他の資産合計 6,160 5,458

固定資産合計 12,894 10,048

資産合計 31,320 24,028

負債の部

流動負債

買掛金 9,674 5,552

1年内返済予定の長期借入金 2,475 2,335

未払法人税等 365 479

賞与引当金 60 147

その他 2,676 1,375

流動負債合計 15,251 9,890

固定負債

長期借入金 4,824 4,735

退職給付引当金 60 50

役員退職慰労引当金 235 234

その他 1,338 138

固定負債合計 6,459 5,159

負債合計 21,711 15,049
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（単位：百万円）

当第３四半期会計期間末
(平成20年12月31日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 1,278 1,278

資本剰余金 1,419 1,419

利益剰余金 6,942 6,298

株主資本合計 9,640 8,996

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △31 △16

評価・換算差額等合計 △31 △16

純資産合計 9,609 8,979

負債純資産合計 31,320 24,028
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（２）【四半期損益計算書】
【第３四半期累計期間】

（単位：百万円）

当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 51,646

売上原価 31,542

売上総利益 20,104

販売費及び一般管理費 ※
 18,610

営業利益 1,494

営業外収益

受取利息 12

受取配当金 2

受取賃貸料 42

受取補償金 36

その他 23

営業外収益合計 115

営業外費用

支払利息 62

貸倒引当金繰入額 14

その他 21

営業外費用合計 99

経常利益 1,510

特別利益

前期損益修正益 339

固定資産売却益 0

特別利益合計 339

特別損失

固定資産除却損 13

減損損失 94

その他 4

特別損失合計 111

税引前四半期純利益 1,738

法人税等 904

四半期純利益 833
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【第３四半期会計期間】
（単位：百万円）

当第３四半期会計期間
(自　平成20年10月１日
　至　平成20年12月31日)

売上高 18,583

売上原価 11,431

売上総利益 7,151

販売費及び一般管理費 ※
 6,445

営業利益 706

営業外収益

受取利息 3

受取配当金 1

受取賃貸料 14

受取補償金 5

その他 7

営業外収益合計 30

営業外費用

支払利息 22

その他 14

営業外費用合計 37

経常利益 699

特別利益

前期損益修正益 339

固定資産売却益 0

その他 2

特別利益合計 341

特別損失

固定資産除却損 1

減損損失 53

その他 0

特別損失合計 54

税引前四半期純利益 987

法人税等 489

四半期純利益 497
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（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第３四半期累計期間
(自　平成20年４月１日
　至　平成20年12月31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 1,738

減価償却費 1,251

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2

賞与引当金の増減額（△は減少） △87

退職給付引当金の増減額（△は減少） 10

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 0

受取利息及び受取配当金 △14

支払利息 62

為替差損益（△は益） 6

有形固定資産除却損 13

減損損失 94

前期損益修正損益（△は益） △339

売上債権の増減額（△は増加） △207

たな卸資産の増減額（△は増加） △306

預け金の増減額（△は増加） △477

仕入債務の増減額（△は減少） 4,121

未払消費税等の増減額（△は減少） 78

その他 479

小計 6,421

利息及び配当金の受取額 7

利息の支払額 △59

法人税等の支払額 △1,002

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,367

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △30

定期預金の払戻による収入 60

有形固定資産の取得による支出 △1,058

無形固定資産の取得による支出 △173

投資有価証券の取得による支出 △100

差入保証金の差入による支出 △720

差入保証金の回収による収入 198

その他 △35

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,859

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 2,100

長期借入金の返済による支出 △1,870

リース債務の返済による支出 △484

配当金の支払額 △189

財務活動によるキャッシュ・フロー △444

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,055

現金及び現金同等物の期首残高 2,237

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,293
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【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】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

会計処理基準に関する事項の

変更

（1）たな卸資産の評価基準および評価方法の変更

　通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、原価法によっておりまし

たが、第１四半期会計期間より「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、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。

　この変更による損益への影響はありません。

（2）リース取引に関する会計基準の適用

　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る会計

処理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13

号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））お

よび「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号

（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改

正））が平成20年４月１日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用す

ることができることになったことに伴い、第１四半期会計期間からこれらの会計基

準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転

外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リー

ス期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　この変更による損益への影響は軽微であります。
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【簡便な会計処理】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

１．一般債権の貸倒見積高の算

定方法

　当第３四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変

化がないと認められるため、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算

定しております。　　

２．たな卸資産の評価方法　 　当第３四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業

年度末ないし第２四半期会計期間末の実地たな卸高を基礎として合理的な方法によ

り算出する方法によっております。　

 

【四半期財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

税金費用の計算　　 　税金費用については、当第３四半期会計期間を含む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。

 

【追加情報】

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

　従来、地代家賃については支出時に費用処理しておりましたが、相対的に重要性が増しつつあり、今後も増加が見込ま

れるため、当第３四半期会計期間より未経過部分については前払費用処理、経過部分については未払費用処理すること

としております。

この結果、従来の方法によった場合に比べ 当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益は15百万円増加し、税引前四

半期純利益は354百万円増加しております。
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【注記事項】

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成20年12月31日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

※　 有形固定資産の減価償却累計額は、5,848百万円であ

ります。

※ 　有形固定資産の減価償却累計額は、4,808百万円であ

ります。

 

（四半期損益計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりであります。

給料手当        6,770 百万円

地代家賃        5,967  

賞与引当金繰入額 177  

貸倒引当金繰入額 14  

 

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

※　販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりであります。

給料手当    2,359 百万円

地代家賃        2,012  

賞与引当金繰入額 59  

貸倒引当金繰入額 13  

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

※　　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

（平成20年12月31日現在）

現金及び預金勘定   6,140百万円

預入期間が３か月を超える

定期預金
△847百万円

現金及び現金同等物   5,293百万円
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（株主資本等関係）

当第３四半期会計期間末（平成20年12月31日）および当第３四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20

年12月31日）

１．発行済株式の種類及び総数

普通株式  75,840株

２．配当に関する事項

 配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

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25日

定時株主総会
普通株式 189 2,500平成20年３月31日平成20年６月26日 利益剰余金

 

（有価証券関係）

当第３四半期会計期間末（平成20年12月31日）

有価証券の四半期貸借対照表計上額その他の金額は、前事業年度の末日と比較して著しい変動はありません。

 

 　　　　

（デリバティブ取引関係）

当第３四半期会計期間末（平成20年12月31日）

該当事項はありません。

 

（持分法損益等）

当第３四半期累計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年12月31日）および当第３四半期会計期間（自　平成

20年10月１日　至　平成20年12月31日）

持分法を適用した場合の投資損益等につきましては、関連会社がないため、記載を省略しております。

 

（ストック・オプション等関係）

当第３四半期会計期間（自 平成20年10月１日　至 平成20年12月31日）

該当事項はありません。

 

（企業結合等関係）

当第３四半期会計期間（自　平成20年10月１日　至　平成20年12月31日）

該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

１．１株当たり純資産額

当第３四半期会計期間末
（平成20年12月31日）

前事業年度末
（平成20年３月31日）

１株当たり純資産額 126,704.52円 １株当たり純資産額 118,399.36円

２．１株当たり四半期純利益金額等

当第３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

１株当たり四半期純利益金額 10,995.55円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

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 6,559.62円

　なお、潜在株式調整後１株当たり四半期純利益について

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３四半期累計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年12月31日）

当第３四半期会計期間
（自　平成20年10月１日
至　平成20年12月31日）

四半期純利益（百万円） 833 497

普通株主に帰属しない金額（百万円） ― ―

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 833 497

期中平均株式数（株） 75,840 75,840

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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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21年２月10日

株式会社セリア

取締役会　御中

監査法人トーマツ

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 松岡　正明　　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 鈴木　晴久　　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」に掲げられている株式会社セリア

の平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第22期事業年度の第３四半期会計期間（平成20年10月１日から平成20年

12月31日まで）及び第３四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年12月31日まで）に係る四半期財務諸表、すなわ

ち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・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

四半期財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社セリアの平成20年12月31日現在の財政状態、同日をもって終了する第３四

半期会計期間及び第３四半期累計期間の経営成績並びに第３四半期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。

　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。

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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