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1.  平成21年6月期第1四半期の業績（平成20年7月1日～平成20年9月30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 ％

21年6月期第1四半期 4,749 ― △72 ― △33 ― △208 ―

20年6月期第1四半期 4,927 1.4 △87 ― △58 ― △10 ―

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

21年6月期第1四半期 △49.52 ―

20年6月期第1四半期 △2.00 ―

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

21年6月期第1四半期 16,389 11,823 72.1 2,811.88
20年6月期 16,130 12,212 75.7 2,904.29

（参考） 自己資本   21年6月期第1四半期  11,823百万円 20年6月期  12,212百万円

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

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年6月期 ― 40.00 ― 40.00 80.00
21年6月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― 25.00 ― 25.00 50.00

3.  平成21年6月期の業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期累計期間 10,651 ― 244 ― 305 ― △35 ― △8.35

通期 21,752 0.5 913 11.9 1,048 7.2 287 69.1 68.36

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  無  

(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） 

[(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。]  

(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 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年6月期第1四半期  5,505,000株 20年6月期  5,505,000株

② 期末自己株式数 21年6月期第1四半期  1,300,163株 20年6月期  1,300,163株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年6月期第1四半期  4,204,837株 20年6月期第1四半期  5,504,851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．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は、３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。 
 ２．当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)
を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  
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当第１四半期会計期間における新規出店につきましては、手芸専門店「クラフトハートトーカイ」３

店を開設いたしました。退店につきましては、「クラフトハートトーカイ」１店、「クラフトパーク」

１店、及び生活雑貨専門店「サントレーム」１店を実施いたしました。この結果、当第１四半期会計期

間末の手芸専門店は370店舗、生活雑貨専門店は29店舗、総店舗数は399店舗となりました。  

 営業面につきましては、店舗販売部門の手芸専門店全店においてＤＭ（ダイレクト・メール）セール

を８月下旬から９月上旬まで実施し成果がありましたほか、既設の手芸専門店において、生活雑貨商品

群のコーナーを併設する店舗の拡充を継続いたしました。また、既設の９店舗において店舗内ソーイン

グスクールを新規開講するなど、顧客層の拡大と活性化を目指しました。しかしながら、７月・８月の

猛暑により手づくり意欲の減退が見られたことなどから、全業態既存店の売上高は前年割れとなり、予

想も下回りました。  

 商品面につきましては、生活雑貨商品群をコーナー展開する店舗の拡大に伴い、衣料品は前年同四半

期を上回り、また、ミシンの販売において専属の販売指導員制度を設け、商品知識の向上及び販売体制

を強化したことなどにより、和洋裁服飾品が前年同四半期を上回りましたものの、手芸用品、生地及び

生活雑貨は前年同四半期を下回りました。  

 これらの結果、当第１四半期会計期間の業績は、売上高は47億49百万円（前年同四半期比3.6％減)、

営業損失は72百万円（前年同四半期87百万円の営業損失）、経常損失は33百万円（前年同四半期58百万

円の経常損失）、また、ポイント引当金の計上に伴い過年度分２億62百万円を特別損失に計上したこと

などにより、四半期純損失は２億８百万円（前年同四半期10百万円の純損失）となりました。  

(注）前年同四半期については、参考として記載しております。 
  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ２億59百万円増加し、163億89百万

円となりました。資産の部では、流動資産は３億50百万円増加し、固定資産は91百万円減少しておりま

す。流動資産の増加は、主に現金及び預金が85百万円減少しましたものの、商品が２億70百万円、その

他に含めております繰延税金資産が１億11百万円増加したことによるものであり、固定資産の減少は、

主に差入保証金75百万円の減少によるものであります。 

負債の部では、流動負債は６億34百万円増加し、固定負債は13百万円増加しております。流動負債の

増加は、主に未払法人税等が１億93百万円減少しましたものの、運転資金として調達した短期借入金が

６億円増加したことなどによるものであります。 

純資産では、前事業年度末に比べ３億88百万円減少し、118億23百万円となりました。主に配当金の

支払及び四半期純損失を計上し、繰越利益剰余金が３億76百万円減少したことによるものであります。

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四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。）の残高は、期首残高

に比べ85百万円減少し、33億２百万円となりました。 

営業活動の結果使用した資金は４億95百万円となりました。これは、主にポイント引当金の増加額２

億70百万円がありましたものの、税引前四半期純損失３億円の計上とともに、たな卸資産の増加額２億

70百万円、未払金の減少額１億50百万円、法人税等の支払額２億14百万円によるものであります。 

投資活動の結果使用した資金は、22百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支

出20百万円によるものであります。 

財務活動の結果得られた資金は、４億31百万円となりました。これは、運転資金として調達した短期

借入れによる収入６億円、配当金の支払額１億68百万円によるものであります。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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当第１四半期会計期間における業績は、猛暑や消費者の生活防衛意識の高まりにより消費動向につい

て減速が見られるなど、厳しい経営環境が続き、既存店売上高につきましても低迷いたしましたもの

の、既に経過しております第２四半期会計期間における出店計画や販売諸施策は計画どおり実行されて

おり、また、売上高につきましても計画を上回って推移していることなどから、現時点で入手可能な判

断要素に基づく見通しにおいては、平成20年８月７日発表いたしました第２四半期累計期間及び通期の

業績予想に変更はありません。 

今後、その進捗状況や経営環境のさらなる変化により、業績見込みにつきまして見直しが必要と判断

した場合には、適時かつ適切に開示いたします。 

  

 該当事項はありません。 

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表

に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期

財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

② たな卸資産の評価に関する会計基準の適用 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によって

おりましたが、当第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、主として総平均法による原価法（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）により算定する方法に変更いたしました。 

 なお、これによる損益への影響はありません。 

  

  ポイント引当金の計上 

従来、顧客に付与したポイントに伴う負担については、ポイント利用時に計上しておりましたが、

システムの整備と計算に必要なデータが確保でき、ポイント発行残高を合理的に算定できるようにな

ったことに伴い、将来利用見込み額をポイント引当金として計上する方法に変更しております。  

 これに伴い、ポイント引当金過年度相当額２億62百万円を特別損失に、当第１四半期会計期間相当

額８百万円を売上高の控除項目としております。この結果、従来と同一の方法を採用した場合と比

べ、営業損失及び経常損失が８百万円増加し、税引前四半期純損失が２億70百万円増加しておりま

す。 

3. 業績予想に関する定性的情報

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

(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

(3) 追加情報
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5. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円) 

当第１四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

資産の部 

流動資産 

現金及び預金 3,382,072 3,467,943 

受取手形及び売掛金 61,005 61,987 

商品 5,673,124 5,402,694 

貯蔵品 2,126 2,523 

その他 1,157,476 990,144 

貸倒引当金 △2,513 △2,275 

流動資産合計 10,273,293 9,923,018 

固定資産 

有形固定資産 

建物（純額） 969,766 986,297 

土地 1,835,172 1,835,172 

その他（純額） 118,342 119,351 

有形固定資産合計 2,923,281 2,940,820 

無形固定資産 169,866 177,301 

投資その他の資産 

差入保証金 2,699,915 2,775,620 

その他 328,819 331,927 

貸倒引当金 △5,300 △17,864 

投資その他の資産合計 3,023,434 3,089,683 

固定資産合計 6,116,583 6,207,805 

資産合計 16,389,876 16,130,824 
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(単位：千円) 

当第１四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年６月30日) 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 2,307,158 2,238,938 

短期借入金 600,000 － 

未払法人税等 40,697 234,000 

未払消費税等 32,756 47,317 

賞与引当金 100,568 33,871 

ポイント引当金 270,453 － 

その他 675,013 838,310 

流動負債合計 4,026,647 3,392,436 

固定負債 

役員退職慰労引当金 160,190 156,973 

その他 379,530 369,336 

固定負債合計 539,720 526,309 

負債合計 4,566,368 3,918,746 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,375,850 2,375,850 

資本剰余金 2,526,080 2,526,080 

利益剰余金 9,397,225 9,773,645 

自己株式 △2,470,561 △2,470,561 

株主資本合計 11,828,594 12,205,014 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △5,085 7,063 

評価・換算差額等合計 △5,085 7,063 

純資産合計 11,823,508 12,212,078 

負債純資産合計 16,389,876 16,130,824 
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(2) 四半期損益計算書

【第１四半期累計期間】 

(単位：千円) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日) 

売上高 4,749,002 

売上原価 1,826,869 

売上総利益 2,922,133 

販売費及び一般管理費 2,994,435 

営業損失（△） △72,301 

営業外収益 

受取利息 790 

受取配当金 31 

協賛金収入 16,311 

受取手数料 10,171 

仕入割引 8,726 

その他 4,957 

営業外収益合計 40,988 

営業外費用 

支払利息 711 

賃貸費用 563 

減価償却費 501 

その他 201 

営業外費用合計 1,978 

経常損失（△） △33,291 

特別利益 

前期損益修正益 7 

受取補償金 11,344 

収用補償金 23,724 

その他 38 

特別利益合計 35,114 

特別損失 

固定資産除却損 11,740 

店舗閉鎖損失 26,954 

ポイント引当金繰入額 262,411 

その他 957 

特別損失合計 302,064 

税引前四半期純損失（△） △300,242 

法人税、住民税及び事業税 28,051 

法人税等調整額 △120,066 

法人税等合計 △92,015 

四半期純損失（△） △208,227 
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年７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 

税引前四半期純損失（△） △300,242 

減価償却費 37,761 

賞与引当金の増減額（△は減少） 66,697 

ポイント引当金の増減額（△は減少） 270,453 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,217 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,326 

受取利息及び受取配当金 △821 

支払利息 711 

固定資産除却損 11,740 

投資有価証券評価損益（△は益） 238 

売上債権の増減額（△は増加） 981 

たな卸資産の増減額（△は増加） △270,032 

営業未収入金の増減額(△は増加) △45,153 

差入保証金の増減額（△は増加） 79,196 

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,560 

仕入債務の増減額（△は減少） 68,220 

未払金の増減額（△は減少） △150,219 

その他 △25,650 

小計 △279,788 

利息及び配当金の受取額 352 

利息の支払額 △1,348 

法人税等の支払額 △214,353 

営業活動によるキャッシュ・フロー △495,138 

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 △20,717 

無形固定資産の取得による支出 △1,822 

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,539 

財務活動によるキャッシュ・フロー 

短期借入れによる収入 600,000 

配当金の支払額 △168,193 

財務活動によるキャッシュ・フロー 431,806 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △85,871 

現金及び現金同等物の期首残高 3,387,943 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,302,072 

藤久株式会社（9966）平成21年６月期　第１四半期決算短信（非連結）

－ 7 －



当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関

する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期財務諸表

等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

注記事項

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前四半期にかかる財務諸表 

 (1) （要約）四半期損益計算書 

   前第１四半期会計期間（平成19年７月１日～９月30日） 

 
  

「参考資料」

科目

前年同四半期   
（平成20年６月期  
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ売上高 4,927

Ⅱ売上原価 1,935

 売上総利益 2,991

Ⅲ販売費及び一般管理費 3,078

 営業損失（△） △87

Ⅳ営業外収益 32

Ⅴ営業外費用 3

 経常損失（△） △58

Ⅵ特別利益 59

Ⅶ特別損失 11

税引前四半期純損失（△） △10

税金費用 ―

四半期純損失（△） △10

藤久株式会社（9966）平成21年６月期　第１四半期決算短信（非連結）

－ 9 －



  (2) （要約）四半期キャッシュ・フロー計算書 

   前第１四半期会計期間（平成19年７月１日～９月30日） 

科目

前年同四半期  
（平成20年６月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 1. 税引前四半期純損失 △10

 2. 減価償却費 29

 3. 減損損失 5

 4. 賞与引当金の増減額（減少：△） 63

 5. 役員退職慰労引当金の増減額（減少：△） 2

 6. 貸倒引当金の増減額（減少：△） △0

 7. 受取利息及び受取配当金 △0

 8. 有形固定資産除却損 11

 9. 売上債権の増減額（増加：△） 4

 10. たな卸資産の増減額（増加：△） △52

 11. 差入保証金の増減額（増加：△） 30

 12. 仕入債務の増減額（減少：△） △103

 13. 未払消費税等の増減額（減少：△） △9

 14. 未払金の増減額（減少：△） △154

 15. その他 9

   小計 △174

 16. 利息及び配当金の受取額 0

 17. 法人税等の支払額 △124

   営業活動によるキャッシュ・フロー △298

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 1. 投資有価証券の取得による支出 △11

 2. 無形固定資産の取得による支出 △137

 3. 有形固定資産の取得による支出 △17

 4. 有形固定資産の売却による収入 0

   投資活動によるキャッシュ・フロー △166

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 1. 配当金の支払額 △440

   財務活動によるキャッシュ・フロー △440

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（減少：△） △905

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,846

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 4,940
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  (1) 商品別売上状況 

（単位：千円、％） 

 
（注）１ 「その他」は、主に会員制による入会金の収入であります。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  (2) 部門別売上状況 

（単位：千円、％） 

 
（注）１ 「その他部門」は、主に不動産賃貸収入であります。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  (3) 店舗の状況 

（単位：店） 

 
（注）「クラフトハートトーカイ」、「ビーズハウスマミー」、「クラフトワールド」、「クラフトパーク」及び

「クラフトループ」は手芸・クラフト専門店であり、「サントレーム」は生活雑貨専門店であります。 

6. その他の情報

区分

前年同四半期    
（平成20年６月期   
第１四半期）

当四半期     
（平成21年６月期   
第１四半期）

（参考）前事業年度   
（平成20年６月期）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

毛糸 176,594 3.6 196,459 4.1 1,556,513 7.2

手芸用品 1,790,317 36.3 1,569,249 33.1 7,019,319 32.4

生地 1,067,392 21.7 1,044,559 22.0 4,642,455 21.5

和洋裁服飾品 1,230,287 25.0 1,277,091 26.9 5,362,550 24.8

衣料品 131,650 2.7 160,241 3.4 676,480 3.1

生活雑貨 420,659 8.5 405,160 8.5 1,909,788 8.8

その他 110,134 2.2 96,241 2.0 478,978 2.2

合計 4,927,036 100.0 4,749,002 100.0 21,646,086 100.0

区分

前年同四半期    
（平成20年６月期   
第１四半期）

当四半期     
（平成21年６月期   
第１四半期）

（参考）前事業年度   
（平成20年６月期）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

店舗販売部門 4,689,092 95.2 4,539,929 95.6 20,586,731 95.1

通信販売部門 223,251 4.5 200,463 4.2 1,015,661 4.7

その他部門 14,692 0.3 8,609 0.2 43,694 0.2

合計 4,927,036 100.0 4,749,002 100.0 21,646,086 100.0

区分

前年同四半期    
（平成20年６月期   
第１四半期）

当四半期     
（平成21年６月期   
第１四半期）

（参考）前事業年度   
（平成20年６月期）

出店 退店 四半期末 出店 退店 四半期末 出店 退店
事業年度

末

クラフトハートトーカイ 2 1 299 3 1 307 20 13 305

ビーズハウスマミー ― ― 15 ― ― 5 ― 10 5

クラフトワールド ― ― 5 ― ― 5 ― ― 5

クラフトパーク ― 1 47 ― 1 45 2 4 46

クラフトループ ― ― 7 ― ― 8 2 1 8

サントレーム 1 ― 28 ― 1 29 5 2 30

合計 3 2 401 3 3 399 29 30 399
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