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1.  平成21年8月期第1四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成20年11月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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8月期第1四半期 5,191 1.6 145 7,180.9 △112 ― △152 ―
20年8月期第1四半期 5,111 △16.3 1 △98.7 △76 ― △119 ―

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8月期第1四半期 △14.84 ―
20年8月期第1四半期 △11.66 ―

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8月期第1四半期 21,838 13,963 63.9 1,361.12
20年8月期 22,471 14,244 63.4 1,388.53

（参考） 自己資本  21年8月期第1四半期  13,963百万円 20年8月期  14,244百万円

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8月期 ― ― ― 12.50 12.50
21年8月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年8月期（予想） ――― 0.00 ― 12.50 12.50

3.  平成21年8月期の連結業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（注）連結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2四半期連結累計期間 12,542 △2.4 1,157 △1.0 940 △5.7 439 2.7 42.79
通期 24,490 △2.4 1,805 1.4 1,563 △6.0 648 24.0 63.16

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(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) 四半期連結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。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．当連結会計年度より「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、四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
２．上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。実際の業績は、今後さまざまな要因によって予想数値
と異なる可能性があります。なお、業績予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３.連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期第1四半期 10,260,500株 20年8月期 10,260,500株
② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期 1,900株 20年8月期 1,900株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年8月期第1四半期 10,258,600株 20年8月期第1四半期 10,258,600株
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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 

 当社グループは、前期より実施しております既存店売上対策（ブルドッグらしい商品への入替等）が功を奏し、そ

の結果が現れ、小売部門の既存店ベースの売上高は前年同期比３.７％増加（９月 2.3%増、10月 3.5%増、11月 4.9%

増）となりました。小売部門では前年に対し同四半期末の直営店舗数が23店舗減少しておりますが、連結売上高で

は、前年同期と比較して79百万円増加いたしました。 

 前期より押し進めた不振店舗の撤退等の効果により、販売費および一般管理費が前第１四半期連結会計期間と比較

して140百万円減少し営業利益を押し上げました。 

 当第１四半期連結会計期間の新規出店は１店舗、不採算店舗を３店舗閉鎖し、当第１四半期連結会計期間末の直営

店舗数は307店舗となりました。（前第1四半期末直営店舗数330店舗） 

 以上のような結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は5,191百万円（前年同期比1.6％増）となりました。 

 営業利益では、当社グループで推進しております、ＰＢ商品（プライベートブランド商品）開発は主に連結子会社

の㈱商研を通じて行っており、連結グループ２社の営業利益（当第1四半期会計期間）の合算は164百万円でありま

す。が、会計基準により未実現利益（グループ間取引利益）等の相殺を処理し、連結営業利益は145百万円（同

7,180.9％増）となっております。 

 また、当社グループは、輸入取引に係る為替変動のリスクを避け、仕入コストの安定化のためにデリバティブ取引

を実施しております。会計基準により当第1四半期末の為替から将来発生する損益をデリバティブ評価額として算定

しております。当第１四半期連結会計期間の経常利益は138百万円でありますが、デリバティブ評価額△251百万円を

計上した場合には、経常利益は△112百万円となります。 

 なお、四半期当期純利益につきましては、関係会社株式の売却により特別利益60百万円を計上し、法人税等調整額

99百万円を減算した結果、△152百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

(1)資産、負債および純資産の状況 

 当第１四半期末における総資産は21,838百万円となり、前連結会計年度末に比べ632百万円減少いたしました。こ

れは主に現預金が年末向け商材の前倒し仕入による支出と借入金の返済および法人税等の支払等により958百万円減

少し、たな卸資産が754百万円増加したこと、および固定資産が326百万円減少したことによります。 

 負債合計は7,875百万円となり、前連結会計年度末に比べ351百万円減少いたしました。これは主に借入金の返済に

よる減少599百万円、未払法人税等の減少444百万円および、支払手形及び買掛金の増加588百万円によるものであり

ます。 

 純資産合計は13,963百万円となり、前連結会計年度末に比べ281百万円減少いたしました。これは主に、配当金の

支払128百万円と、四半期純利益△152百万円による利益剰余金の減少によるものであります。 

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期連結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、前連結会計年度末

に比べ958百万円減少し、1,644百万円となりました。  

 当第１四半期連結会計期間末における各活動によるキャッシュ・フローの状況は、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）   

 営業活動の結果支出した資金は、308百万円となりました。これは主に、たな卸資産754百万円の増加ならびに仕入

債務が595百万円の増加、法人税等の支払額432百万円によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー）   

 投資活動の結果得られた資金は、63百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出28百万円に

よるものおよび、敷金および保証金の回収による収入57百万円、関係会社株式の売却による収入58百万円によるもの

であります。  

(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、728百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済による支出599百万円に

よるものと、配当金の支払128百万円であります。  
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３．連結業績予想に関する定性的情報 

 平成20年10月15日に発表いたしました連結業績予想の修正はございません。 

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）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

１．簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計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、前連結会計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１四半期連結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、前連結会計年度末の

実地棚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。 

③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ついては、前連結会計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ため、前連結会計年度の決算において使用した将来の業績予

測やタックス・プランニングを使用しております。 

  

（３）四半期連結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 

１．「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表

規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

２．「棚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、主として売価還元法による原価法を採用しておりま

したが、当第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」（企業会計基準委員会 平成18年

７月５日企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、売価還元法による原価法（収益性の低下に基づ

く簿価切り下げの方法）に変更しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年11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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,695,402 2,653,934 

受取手形及び売掛金 198,961 134,527 

商品 11,894,436 11,140,036 

その他 482,212 650,962 

貸倒引当金 △5,506 △8,675 

流動資産合計 14,265,505 14,570,785 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,288,672 2,344,727 

その他 2,597,740 2,656,750 

無形固定資産 67,702 76,936 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,305,835 2,341,204 

その他 328,292 489,686 

貸倒引当金 △19,323 △13,795 

固定資産合計 7,568,920 7,895,509 

繰延資産 3,875 4,932 

資産合計 21,838,301 22,471,228 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,856,091 1,267,244 

短期借入金 600,000 600,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,495,812 1,839,032 

未払法人税等 61,298 505,566 

引当金 － 30,995 

その他 754,065 755,397 

流動負債合計 4,767,267 4,998,236 

固定負債   

長期借入金 2,691,042 2,947,625 

引当金 250,770 241,730 

その他 166,020 39,175 

固定負債合計 3,107,832 3,228,530 

負債合計 7,875,100 8,226,766 
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末 
(平成20年11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８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,066,567 2,066,567 

資本剰余金 2,432,864 2,432,864 

利益剰余金 9,465,531 9,746,028 

自己株式 △1,165 △1,165 

株主資本合計 13,963,798 14,244,295 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △597 165 

評価・換算差額等合計 △597 165 

純資産合計 13,963,201 14,244,461 

負債純資産合計 21,838,301 22,471,228 
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 

 至 平成20年11月30日) 

売上高 5,191,178 

売上原価 2,502,756 

売上総利益 2,688,421 

販売費及び一般管理費 2,542,873 

営業利益 145,548 

営業外収益  

受取利息 1,470 

受取配当金 4 

為替差益 14,776 

受取手数料 159 

受取賃貸料 15,930 

その他 2,893 

営業外収益合計 35,234 

営業外費用  

支払利息 23,133 

賃貸収入原価 14,085 

新株発行費償却 1,056 

デリバティブ評価損 251,108 

その他 3,718 

営業外費用合計 293,103 

経常損失（△） △112,320 

特別利益  

関係会社株式売却益 60,314 

特別利益合計 60,314 

特別損失  

固定資産売却損 639 

特別損失合計 639 

税金等調整前四半期純損失（△） △52,646 

法人税、住民税及び事業税 296 

法人税等調整額 99,322 

法人税等合計 99,618 

四半期純損失（△） △152,265 
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 

 至 平成20年11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損失（△） △52,646 

減価償却費 169,059 

株式交付費償却 1,056 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,358 

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,995 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,564 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,475 

受取利息及び受取配当金 △1,474 

支払利息 23,133 

為替差損益（△は益） △14,776 

デリバティブ評価損益（△は益） 251,108 

関係会社株式売却損益（△は益） △60,314 

有形固定資産売却損益（△は益） 639 

売上債権の増減額（△は増加） △64,434 

たな卸資産の増減額（△は増加） △754,415 

仕入債務の増減額（△は減少） 595,737 

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,549 

未収消費税等の増減額（△は増加） 40,934 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 43,211 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △23,312 

その他 1,130 

小計 144,588 

利息及び配当金の受取額 1,474 

利息の支払額 △22,743 

法人税等の支払額 △432,125 

営業活動によるキャッシュ・フロー △308,804 

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 △28,390 

有形固定資産の売却による収入 264 

投資有価証券の取得による支出 △145 

関係会社株式の売却による収入 58,130 

敷金及び保証金の差入による支出 △22,065 

敷金及び保証金の回収による収入 57,434 

その他 △1,695 

投資活動によるキャッシュ・フロー 63,531 

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △599,803 

配当金の支払額 △128,232 

財務活動によるキャッシュ・フロー △728,035 
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（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

現金及び現金同等物に係る換算差額 14,776 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △958,532 

現金及び現金同等物の期首残高 2,603,151 

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,644,619 

㈱雑貨屋ブルドッグ(3331) 平成21年８月期 第１四半期決算短信

8



 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）セグメント情報 

 当社グループ（当社および連結子会社）は、ファッション雑貨の販売等という同一セグメントに属する事業を

営んでおり、当該事業以外に事業の種類がありません。また海外拠点も無いためセグメント別開示はいたしてお

りません。 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年８月期 
第１四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高 5,111 

Ⅱ 売上原価 2,426 

売上総利益 2,685 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,683 

営業利益 1 

Ⅳ 営業外収益 19 

Ⅴ 営業外費用 97 

経常利益(△損失) △76 

Ⅵ 特別利益 ― 

Ⅶ 特別損失 5 

税金等調整前四半期純利益
（△損失） 

△81 

税金費用 37 

四半期純利益（△損失） △119 
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