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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】

提出会社の経営指標等

　

回次
第40期
第３四半期
累計期間

第41期
第３四半期
累計期間

第40期
第３四半期
会計期間

第41期
第３四半期
会計期間

第40期

会計期間

自　平成22年
　　１月１日
至　平成22年
　　９月30日

自　平成23年
　　１月１日
至　平成23年
　　９月30日

自　平成22年
　　７月１日
至　平成22年
　　９月30日

自　平成23年
　　７月１日
至　平成23年
　　９月30日

自　平成22年
　　１月１日
至　平成22年
　　12月31日

売上高 (千円) 41,906,89439,237,16813,332,68012,617,51756,912,379

経常利益又は経常損失
(△)

(千円) △ 201,150232,105△ 432,845△ 152,189 38,711

四半期(当期)純損失
(△)

(千円) △ 119,003△ 645,008△ 263,575△ 276,408△ 255,776

持分法を適用した
場合の投資利益

(千円) ─ ─ ─ ─ ─

資本金 (千円) ― ― 1,080,0001,080,0001,080,000

発行済株式総数 (株) ― ― 19,400,00019,400,00019,400,000

純資産額 (千円) ─ ― 33,757,91831,898,23134,019,861

総資産額 (千円) ─ ― 43,056,10841,166,21042,714,115

１株当たり純資産額 (円) ─ ― 1,740.131,644.271,753.63

１株当たり四半期
(当期)純損失(△)

(円) △ 6.13 △ 33.25 △ 13.59 △ 14.25 △ 13.18

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─ ─ ─ ─

１株当たり配当額 (円) ─ ─ ─ ─ 40.00

自己資本比率 (％) ─ ― 78.4 77.5 79.6

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 15,502△ 91,159 ─ ─ 717,060

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 789,441754,814 ─ ─ △ 768,068

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △ 775,089△ 775,406 ─ ─ △ 775,589

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) ─ ― 5,517,4616,159,1456,270,896

従業員数 (名) ─ ─ 1,711 1,655 1,678

(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、連結会計年度に係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　持分法を適用した場合の投資利益は、関連会社がないため記載しておりません。

３　売上高には消費税等は含まれておりません。

４　潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)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。

５　従業員数は就業人員であります。なお、執行役員は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

当第３四半期会計期間において、当社グループ(当社及び当社の非連結子会社)が営んでいる事業の内容

に重要な変更はありません。

　

　

３ 【関係会社の状況】

該当事項はありません。

　

　

４ 【従業員の状況】

提出会社の状況

　    平成23年９月30日現在

従業員数(名) 1,655

(注) 従業員数は就業人員であります。なお、執行役員は含まれておりません。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】
　

当社の報告セグメントは、家具販売事業のみであり、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、記載を
省略しておりますので、生産、受注及び販売の状況につきましては商品分類別に記載しております。

　

(1) 販売実績

当第３四半期会計期間における販売実績を商品分類別に示すと、次のとおりであります。

区分

当第３四半期会計期間
(自　平成23年７月１日
　至　平成23年９月30日)

金額(千円) 前年同期比(％)

家具 　 　

　収納家具 367,795 88.8

　和家具 62,957 99.1

　応接 3,062,806 90.2

　リビングボード 735,384 77.0

　学習・事務 530,936 100.1

　ダイニング 2,487,426 96.1

　ジュータン・カーテン 1,081,017 100.0

　寝具 3,101,939 101.9

　電気・住器 433,295 94.2

　単品 448,967 153.7

　リトグラフ・絵画 10,171 57.1

　その他 277,636 58.4

売上高 12,600,335 94.6

不動産賃貸収入 17,181 99.8

合計 12,617,517 94.6

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

　

(2) 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分類別に示すと、次のとおりであります。

区分

当第３四半期会計期間
(自　平成23年７月１日
　至　平成23年９月30日)

金額(千円) 前年同期比(％)

収納家具 174,507 95.0

和家具 32,481 108.0

応接 1,119,733 84.5

リビングボード 340,194 77.0

学習・事務 356,441 108.1

ダイニング 1,165,942 97.3

ジュータン・カーテン 654,434 99.4

寝具 1,105,446 102.5

電気・住器 281,492 94.3

単品 224,619 193.0

リトグラフ・絵画 4,231 35.6

その他 190,789 68.0

合計 5,650,315 94.9

(注)　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２ 【事業等のリスク】

前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」についての重要な変更はありません。
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なお、平成23年３月に発生した東日本大震災による電力供給のさらなる逼迫や個人消費動向の変化等が
生じた場合、当社の業績及び財務状況が影響を受ける可能性があります。

　

３ 【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または締結等はありません。

　

４ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1) 業績の状況

当第３四半期会計期間は、消費マインドが持ち直し、家具需要にも回復の動きが見られましたが、先行き
は依然として不透明な状況にとどまりました。
　このような環境のもと、当社では、継続的な売上の伸長に向けて、営業・マーケティングおよび店舗に係る
各施策内容の強化を行うとともに、円高を活かした商品開発に引き続き取り組みました。
  営業・マーケティングにつきましては、本年の重点施策である店舗の規模・地域特性に応じた店づくり、
広告宣伝・販売促進策をより円滑に行うため、従来本社で一括して行ってきた販売促進企画の一部機能を
営業店に移譲して店舗機能の強化を進めました。また、２月に導入した「ＩＤＣメンバーズサポート」の核
となる家具の定期点検サービスを８月に開始するなど長期的な顧客リレーション構築を図るとともに、新
規顧客獲得の媒体として重要性の高い当社ウェブサイトにつきましては、機能向上や掲載情報充実を企図
した年内の全面改修に向けた準備を進めました。
  店舗につきましては、主要店舗のリニューアルを継続いたしました。関西の旗艦店である大阪南港ショー
ルームでは１月新設の体験型の住空間づくりが楽しめる「ＩＤＣインテリアスタイリングスタジオ」に続
き、４月にはマットレス選びと寝室づくりのための「ＩＤＣベッドスタジオ」、９月には子供部屋と子供の
いる家庭のリビングをテーマにした「ＩＤＣキッズスタジオ」を新設、いずれも好評を博し、関西地区全体
では前年より１店舗少ない３店舗体制ながら、第３四半期会計期間の売上実績が前年同期比3.4％増となる
など、順調な施策効果が現れました。他の店舗においても、大阪でのリニューアルのノウハウを各店の特徴
に応じた店づくりに応用することで、次世代店舗モデルの開発が大幅に進捗いたしました。
  商品につきましては、円高を背景に、金属製コイルを使わないノンコイルマットレス「インシグニアＮ
Ｃ」の発売など、より競争力のあるオリジナル輸入商品の開発に積極的に取り組みました。
  以上の結果、東海以西は堅調に推移する一方、関東地区では前年を下回り、売上高は126億17百万円(前年
同期比5.4％減)となりました。売上高の主な内訳は、店舗が125億39百万円(前年同期比3.5％減)、建装が59
百万円(前年同期比81.5％減)となっております。売上総利益は、円高傾向を背景にした売上原価率の低下が
寄与し、71億88百万円(前年同期比1.7％減)となりました。販売費及び一般管理費は73億45百万円(前年同期
比5.2％減)まで抑制いたしましたが、営業損失は１億56百万円(前年同期は４億36百万円の損失)、経常損失
は１億52百万円(前年同期は４億32百万円の損失)となりました。四半期純損失は２億76百万円(前年同期は
２億63百万円の損失)となりました。

　

(2) 資産、負債及び純資産の状況

① 資産

当第３四半期会計期間末における総資産は411億66百万円となり、前事業年度末と比較して15億47百万円
(3.6％)の減少となりました。
これは主に、受取手形及び売掛金の増加３億25百万円、投資有価証券の減少11億49百万円、差入保証金の
減少10億38百万円によるものです。

② 負債

当第３四半期会計期間末における負債は92億67百万円となり、前事業年度末と比較して５億73百万円
(6.6％)の増加となりました。
これは主に、資産除去債務の増加によるものです。

③ 純資産

当第３四半期会計期間末における純資産は318億98百万円となり、前事業年度末と比較して21億21百万円
(6.2％)の減少となりました。
これは主に、利益剰余金の減少14億20百万円、その他有価証券評価差額金の減少７億円によるものです。
自己資本比率は前事業年度末と比較して2.1ポイント低下し77.5％となりました。
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(3) 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」という)は、第２四半期会計期間末
と比べ１億26百万円減少し、61億59百万円となりました。 
各キャッシュ・フローの状況とその要因は次のとおりです。 

　
営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動により支出した資金は１億26百万円(前年同四半期会計期間は69百万円の収入)となりました。
これは主に、税引前四半期純損失が１億57百万円計上されたことに加え、売上債権の増加額１億43百万円、
たな卸資産の増加額２億16百万円、仕入債務の減少額１億94百万円、前受金の増加額６億95百万円によるも
のです。
　
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動により得られた資金は０百万円(前年同四半期会計期間は７億７百万円の支出)となりました。
これは主に、保険積立金の解約による収入８百万円、受入保証金の返還による支出６百万円によるもので
す。
　
財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動により支出した資金は０百万円(前年同四半期会計期間は１百万円の支出)となりました。これ
は、配当金の支払いによるものです。
　
(4) 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及び新たに生
じた課題はありません。
　
(5) 研究開発活動

該当事項はありません。
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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

当第３四半期会計期間において、前四半期会計期間末における設備の新設、除却等の計画について重要

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、除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 43,000,000

計 43,000,000

　

　

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23年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成23年11月10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 19,400,00019,400,000
大阪証券取引所　
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

 

完全議決権株式であり、権利
内容に何ら限定のない当社に
おける標準となる株式です。
なお、単元株式数は100株と
なっております。

計 19,400,00019,400,000─ ─

　

　

　

(2) 【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

　

　

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

　

　

　

(4) 【ライツプランの内容】

　該当事項はありません。
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(5) 【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23年７月１日～
　平成23年９月30日

─ 19,400,000 ─ 1,080,000 ─ 3,690,470

　

　
　
(6) 【大株主の状況】

大量保有報告書の写しの送付等がなく、当第３四半期会計期間において、大株主の異動は把握しており

ません。

　

　
(7) 【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23年６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23年６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)
(自己保有株式)
普通株式　　 300

─
権利内容に何ら限定のない当社にお
ける標準となる株式です。

完全議決権株式(その他)
普通株式
    　19,395,700

　　　　 193,957 同上

単元未満株式 普通株式　 4,000 ─ 同上

発行済株式総数 　　　19,400,000 ─ ─

総株主の議決権 ─ 　　　　 193,957 ─

(注)　「単元未満株式」の欄には、当社所有の自己株式94株が含まれております。

　
　
　
② 【自己株式等】

　 　 平成23年６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(％)

(自己保有株式)
株式会社大塚家具

東京都江東区有明三丁目
６番11号

300 ─ 300 0.00

計 ─ 300 ─ 300 0.00
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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23年
１月

　
２月

　
３月 ４月

　
５月

　
６月 ７月

　
８月

　
９月

最高(円) 　938 911 862 759 723 709 789 748 747

最低(円) 870 839 575 681 575 592 682 666 672

(注)　最高・最低株価は、大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ(スタンダード)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提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 新任役員

　該当事項はありません。

　

(2) 退任役員

　該当事項はありません。

　

(3) 役職の異動

　

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役執行役員総務部長
兼 業務管理部管掌

取締役総務部長
兼 業務管理部管掌

金子　正幸 平成23年６月１日

取締役執行役員人事部長 取締役人事部長 福田　明 平成23年６月１日

取締役執行役員商品部長 取締役商品部長 佐野　春生 平成23年６月１日
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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。

なお、前第３四半期会計期間(平成22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び前第３四半期累計期間

(平成22年１月１日から平成22年９月30日まで)は、改正前の四半期財務諸表等規則に基づき、当第３四半期

会計期間(平成23年７月１日から平成23年９月30日まで)及び当第３四半期累計期間(平成23年１月１日か

ら平成23年９月30日まで)は、改正後の四半期財務諸表等規則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、前第３四半期会計期間(平成22年７月１日か

ら平成22年９月30日まで)及び前第３四半期累計期間(平成22年１月１日から平成22年９月30日まで)に係

る四半期財務諸表並びに当第３四半期会計期間(平成23年７月１日から平成23年９月30日まで)及び当第３

四半期累計期間(平成23年１月１日から平成23年９月30日まで)に係る四半期財務諸表については、新日本

有限責任監査法人により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

項に基づき、当社では、子会社の資産、売上高、損益、利益剰余金及びキャッシュ・フローその他の項目から

見て、当企業集団の財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況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判断し、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、利益基準及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 0.6％

売上高基準 0.1％

利益基準 1.2％

利益剰余金基準 0.3％

※会社間項目の消去後の数値により算出しております。

　

EDINET提出書類

株式会社大塚家具(E03078)

四半期報告書

11/24



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23年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,159,145 6,270,896

受取手形及び売掛金 3,164,916 2,839,718

商品 13,411,362 13,252,711

未収還付法人税等 3,820 6,305

その他 1,636,214 1,497,768

貸倒引当金 △260 △260

流動資産合計 24,375,199 23,867,139

固定資産

有形固定資産 ※
 3,148,528

※
 3,208,233

無形固定資産 80,875 101,709

投資その他の資産

投資有価証券 5,599,897 6,749,021

差入保証金 6,717,898 7,756,453

その他 1,245,410 1,031,558

貸倒引当金 △1,600 △0

投資その他の資産合計 13,561,606 15,537,033

固定資産合計 16,791,011 18,846,976

資産合計 41,166,210 42,714,115

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,186,277 3,796,348

未払法人税等 48,129 64,795

賞与引当金 295,102 89,095

販売促進引当金 47,005 47,330

その他 4,671,949 3,985,313

流動負債合計 8,248,464 7,982,882

固定負債

役員退職慰労引当金 446,890 433,610

資産除去債務 320,695 －

その他 251,929 277,761

固定負債合計 1,019,514 711,371

負債合計 9,267,979 8,694,253

純資産の部

株主資本

資本金 1,080,000 1,080,000

資本剰余金 3,690,470 3,690,470

利益剰余金 27,431,127 28,852,121

自己株式 △893 △867

株主資本合計 32,200,703 33,621,723

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △302,472 398,138

評価・換算差額等合計 △302,472 398,138

純資産合計 31,898,231 34,019,861

負債純資産合計 41,166,210 42,714,115
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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22年１月１日
　至 平成22年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年９月30日)

売上高 41,906,894 39,237,168

売上原価 19,071,769 17,213,394

売上総利益 22,835,125 22,023,773

販売費及び一般管理費 ※１
 23,169,242

※１
 21,905,697

営業利益又は営業損失（△） △334,117 118,076

営業外収益

受取利息 43 2

受取配当金 64,046 50,308

保険配当金 40,945 50,996

その他 34,146 17,550

営業外収益合計 139,182 118,857

営業外費用

固定資産除却損 2,078 557

保証金支払利息 3,391 2,875

その他 745 1,395

営業外費用合計 6,215 4,828

経常利益又は経常損失（△） △201,150 232,105

特別利益

投資有価証券売却益 － 8,599

貸倒引当金戻入額 489 －

特別利益合計 489 8,599

特別損失

ゴルフ会員権評価損 1,575 525

減損損失 7,890 7,126

投資有価証券評価損 － 57,602

災害による損失 ※２
 －

※２
 349,031

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 491,623

店舗閉鎖損失 20,637 －

特別損失合計 30,102 905,909

税引前四半期純損失（△） △230,762 △665,204

法人税、住民税及び事業税 17,699 22,605

法人税等調整額 △129,459 △42,801

法人税等合計 △111,759 △20,195

四半期純損失（△） △119,003 △645,008
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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22年７月１日
  至 平成22年９月30日)

 当第３四半期会計期間
(自 平成23年７月１日
  至 平成23年９月30日)

売上高 13,332,680 12,617,517

売上原価 6,021,674 5,428,964

売上総利益 7,311,006 7,188,552

販売費及び一般管理費 ※１
 7,747,697

※１
 7,345,300

営業損失（△） △436,691 △156,747

営業外収益

受取利息 12 1

物品売却益 1,946 2,045

その他 3,572 4,204

営業外収益合計 5,531 6,250

営業外費用

保証金支払利息 1,099 926

固定資産除却損 203 －

その他 382 766

営業外費用合計 1,685 1,692

経常損失（△） △432,845 △152,189

特別利益

貸倒引当金戻入額 10 －

特別利益合計 10 －

特別損失

ゴルフ会員権評価損 1,575 525

災害による損失 ※２
 －

※２
 1,749

投資有価証券評価損 － 3,023

特別損失合計 1,575 5,298

税引前四半期純損失（△） △434,410 △157,488

法人税、住民税及び事業税 8,180 7,563

法人税等調整額 △179,016 111,357

法人税等合計 △170,835 118,920

四半期純損失（△） △263,575 △276,408
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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22年１月１日
　至 平成22年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自 平成23年１月１日
　至 平成23年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △230,762 △665,204

減価償却費 171,074 186,315

差入保証金償却額 10,883 10,874

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,490 1,600

賞与引当金の増減額（△は減少） 200,317 206,006

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △23,302 13,280

販売促進引当金の増減額（△は減少） 3,944 △324

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 491,623

投資有価証券評価損益（△は益） － 57,602

減損損失 7,890 7,126

固定資産除却損 2,078 557

受取利息及び受取配当金 △64,089 △50,311

売上債権の増減額（△は増加） △678,851 △325,198

たな卸資産の増減額（△は増加） 530,204 △159,529

その他の流動資産の増減額（△は増加） △62,626 13,445

仕入債務の増減額（△は減少） △696,848 △610,071

前受金の増減額（△は減少） 900,278 1,223,376

その他の流動負債の増減額（△は減少） △163,888 △542,301

その他 23,156 12,695

小計 △73,031 △128,436

利息及び配当金の受取額 64,079 50,311

法人税等の支払額 △32,992 △19,339

法人税等の還付額 26,442 6,305

営業活動によるキャッシュ・フロー △15,502 △91,159

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 △120,517 △86,820

無形固定資産の取得による支出 △5,872 △883

差入保証金の差入による支出 △672,165 △104,498

差入保証金の回収による収入 50,815 908,468

その他 △41,701 38,549

投資活動によるキャッシュ・フロー △789,441 754,814

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △139 △26

配当金の支払額 △774,950 △775,380

財務活動によるキャッシュ・フロー △775,089 △775,406

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,580,033 △111,751

現金及び現金同等物の期首残高 7,097,494 6,270,896

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 5,517,461

※
 6,159,145
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【継続企業の前提に関する事項】

当第３四半期会計期間(自　平成23年７月１日　至　平成23年９月30日)

　該当事項はありません。

　

　

【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23年１月１日
　至　平成23年９月30日)

会計処理基準に関する事項の変更

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用

第１四半期会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号　平成20年３月31日)及び

「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号　平成20年３月31日)を適用して

おります。

　これにより、営業利益、経常利益はそれぞれ23,059千円減少し、税引前四半期純損失は515,338千円増加してお

ります。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は315,929千円であり、差入保証金の変動額

は207,945千円であります。

　

　

【簡便な会計処理】
　

当第３四半期累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年９月30日)

１　一般債権の貸倒見積高の算定方法

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場合には、前事業年度決算に

おいて算定した貸倒実績率等の合理的な基準を使用して貸倒見積高を算定する方法によっております。

２　棚卸資産の評価方法

当第３四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期会計期間末における実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、

簿価切下げを行う方法によっております。

３　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、事業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。

４　経過勘定項目の算定方法

経過勘定項目に関しては、金額に重要性がなく、かつ、財務諸表利用者の判断を誤らせない範囲において合理

的に算定する方法によっております。

５　法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法に

よっております。

また、繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業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場合には、前事業年度決算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。

　

　

【四半期財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第３四半期累計期間(自　平成23年１月１日　至　平成23年９月30日)

　該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期貸借対照表関係)

　
当第３四半期会計期間末
(平成23年９月30日)

前事業年度末
(平成22年12月31日)

※　有形固定資産から直接控除した減価償却累計額の合

計額は4,130,485千円であります。

※　有形固定資産から直接控除した減価償却累計額の合

計額は3,918,725千円であります。

　

(四半期損益計算書関係)

第３四半期累計期間

前第３四半期累計期間
(自　平成22年１月１日 
　至　平成22年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は以下のとおりであります。 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は以下のとおりであります。

販売促進引当金繰入額 34,006千円販売促進引当金繰入額 25,109千円

賞与引当金繰入額 291,189千円貸倒引当金繰入額 1,600千円

役員退職慰労引当金繰入額 12,480千円賞与引当金繰入額 294,669千円

給料手当 6,306,369千円役員退職慰労引当金繰入額 13,280千円

賃借料 7,290,451千円給料手当 6,152,864千円

　 　 賃借料 6,768,889千円

※２　　　　　　　―――――――― ※２　災害による損失は東日本大震災による損失額であ

り、その主な内訳は、営業休止期間中の固定費182,071

千円及び商品廃棄損117,665千円であります。

　

第３四半期会計期間

前第３四半期会計期間
(自　平成22年７月１日 
　至　平成22年９月30日)

当第３四半期会計期間
(自　平成23年７月１日
　至　平成23年９月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は以下のとおりであります。 

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は以下のとおりであります。

販売促進引当金繰入額 12,221千円販売促進引当金繰入額 7,171千円

賞与引当金繰入額 222,668千円貸倒引当金繰入額 20千円

役員退職慰労引当金繰入額 4,680千円 賞与引当金繰入額 225,827千円

給料手当 1,971,254千円役員退職慰労引当金繰入額 4,980千円

賃借料 2,425,277千円給料手当 1,921,645千円

　 　 賃借料 2,328,661千円

※２　　　　　　　―――――――― ※２　災害による損失は東日本大震災による損失額であ

り、これは主に、義援金・義援物資によるものです。

　

(四半期キャッシュ・フロー計算書関係)

　

前第３四半期累計期間
(自　平成22年１月１日 
　至　平成22年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23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貸借対

照表に記載されている科目の金額との関係

(平成22年９月30日現在)

現金及び預金 5,517,461千円

現金及び現金同等物 5,517,461千円

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期貸借対

照表に記載されている科目の金額との関係

(平成23年９月30日現在)

現金及び預金 6,159,145千円

現金及び現金同等物 6,159,145千円
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(株主資本等関係)

当第３四半期会計期間末(平成23年９月30日)及び当第３四半期累計期間(自　平成23年１月１日　至　平成23

年９月30日)

１　発行済株式の種類及び総数

普通株式 19,400,000株

　
２　自己株式の種類及び総数

普通株式 394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 配当の原資
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

平成23年３月29日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 775,985 40.00平成22年12月31日 平成23年３月30日

　

　(2) 基準日が当事業年度の開始の日から当四半期会計期間末までに属する配当のうち、配当の効力発生日

が当四半期会計期間の末日後となるもの

　　該当事項はありません。

　

(金融商品関係)

金融商品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が認め

られません。

　

(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、前事業年度の末日と比較して著しい変動が認め

られません。

　

EDINET提出書類

株式会社大塚家具(E03078)

四半期報告書

18/24



　

(デリバティブ取引関係)

　該当事項はありません。

　

(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)

　該当事項はありません。

　

(持分法損益等)

　該当事項はありません。

　

(資産除去債務関係)

資産除去債務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が

認められません。

　

(セグメント情報等)

　【セグメント情報】

当社の報告セグメントは、家具販売事業のみであり、他の事業セグメントの重要性が乏しいため、記載

を省略しております。

　

(追加情報)

　第１四半期会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号　平成21

年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20

号　平成20年３月21日)を適用しております。

　

(賃貸等不動産関係)

賃貸等不動産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が

認められません。
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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23年９月30日)

前事業年度末
(平成22年12月31日)

1,644.27円 1,753.63円

　

２　１株当たり四半期純損失

　

第３四半期累計期間

前第３四半期累計期間
(自　平成22年１月１日 
　至　平成22年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自　平成23年１月１日 
　至　平成23年９月30日)

１株当たり四半期純損失 6.13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株当たり四半期純損失 33.25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株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期累計期間
(自　平成22年１月１日 
　至　平成22年９月30日)

当第３四半期累計期間
(自　平成23年１月１日
　至　平成23年９月30日)

四半期純損失(千円) 119,003 645,008

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損失(千円) 119,003 645,008

普通株式の期中平均株式数(千株) 19,399 19,399

　

第３四半期会計期間

前第３四半期会計期間
(自　平成22年７月１日 
　至　平成22年９月30日)

当第３四半期会計期間
(自　平成23年７月１日 
　至　平成23年９月30日)

１株当たり四半期純損失 13.59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株当たり四半期純損失 14.25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株当たり四半期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

項目
前第３四半期会計期間
(自　平成22年７月１日 
　至　平成22年９月30日)

当第３四半期会計期間
(自　平成23年７月１日
　至　平成23年９月30日)

四半期純損失(千円) 263,575 276,408

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損失(千円) 263,575 276,408

普通株式の期中平均株式数(千株) 19,399 19,399

　

(重要な後発事象)

　該当事項はありません。

　

(リース取引関係)

　リース取引残高が前事業年度末に比べて著しい変動が認められないため、記載しておりません。
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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22年11月11日

株　式　会　社　大　塚　家　具

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　　志 村 さ や か  　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　板　谷　秀　穂　　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

会社大塚家具の平成22年１月１日から平成22年12月31日までの第40期事業年度の第３四半期会計期間(平成

22年７月１日から平成22年９月30日まで)及び第３四半期累計期間(平成22年１月１日から平成22年９月30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、株式会社大塚家具の平成22年９月30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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独立監査人の四半期レビュー報告書

　
平成23年11月10日

株　式　会　社　大　塚　家　具

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　　志 村 さ や か　　印

　

指定有限責任社員
業務執行社員

　 公認会計士　　板　谷　秀　穂　　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

会社大塚家具の平成23年１月１日から平成23年12月31日までの第41期事業年度の第３四半期会計期間(平成

23年７月１日から平成23年９月30日まで)及び第３四半期累計期間(平成23年１月１日から平成23年９月30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、株式会社大塚家具の平成23年９月30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。

　

追記情報

「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」に記載されているとおり、会社は第１四

半期会計期間より「資産除去債務に関する会計基準」及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」を

適用している。

　

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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