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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 20,793 ― 1,007 ― △14,310 ― △8,667 ―

20年8月期第1四半期 20,097 2.3 1,157 △6.2 1,288 △9.2 653 △10.2

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 △169.55 ―

20年8月期第1四半期 12.56 ―

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 66,285 42,254 64.0 830.43
20年8月期 63,951 54,354 85.0 1,063.18

（参考） 自己資本  21年8月期第1四半期  42,454百万円 20年8月期  54,354百万円

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 ― ― ― 18.00 18.00
21年8月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年8月期（予想） ――― ― ― 18.00 18.00

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  有  
 

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 41,500 ― 2,600 ― △14,400 ― △8,800 ― ―

通期 86,500 1.8 8,500 13.3 △8,600 ― △5,800 ― ―

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  無  

(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．その他をご覧下さい。  

(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．業績予想につきましては、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、リスクや不確実性を内包しております。したがいま
して、個人消費の動向や経済環境などの諸要因の変化により、実際の業績等は記載内容と異なる可能性があることを予めご承知おきください。 
２．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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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 52,272,342株 20年8月期 52,272,342株

② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期 1,148,580株 20年8月期 1,147,907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 51,124,036株 20年8月期第1四半期 52,039,926株







５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

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 12,215 15,245

テナント未収入金 438 603

商品及び製品 2,835 2,970

原材料及び貯蔵品 891 399

繰延税金資産 5,455 648

その他 1,848 1,833

流動資産合計 23,684 21,700

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 17,238 17,651

機械装置及び運搬具（純額） 1,859 2,599

器具及び備品 1,306 1,069

土地 5,329 5,400

建設仮勘定 197 163

有形固定資産合計 25,931 26,884

無形固定資産   

無形固定資産合計 253 264

投資その他の資産   

投資有価証券 1,078 769

敷金・保証金 6,619 6,496

建設協力金 5,014 5,105

繰延税金資産 1,166 120

その他 2,555 2,628

貸倒引当金 △17 △17

投資その他の資産合計 16,416 15,102

固定資産合計 42,601 42,251

資産合計 66,285 63,951



（単位：百万円）

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) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,956 3,450

未払法人税等 114 1,598

賞与引当金 1,293 701

株主優待引当金 251 224

デリバティブ負債 15,502 －

その他 3,629 3,520

流動負債合計 23,748 9,494

固定負債   

繰延税金負債 24 43

その他 57 58

固定負債合計 82 102

負債合計 23,830 9,596

純資産の部   

株主資本   

資本金 8,612 8,612

資本剰余金 9,007 9,007

利益剰余金 26,295 35,883

自己株式 △1,271 △1,270

株主資本合計 42,643 52,232

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △68 △66

為替換算調整勘定 △120 2,189

評価・換算差額等合計 △188 2,122

純資産合計 42,454 54,354

負債純資産合計 66,285 63,951



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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 20,793

売上原価 7,574

売上総利益 13,218

販売費及び一般管理費 12,211

営業利益 1,007

営業外収益  

受取利息 42

為替差益 1

その他 4

営業外収益合計 48

営業外費用  

デリバティブ評価損 15,342

その他 24

営業外費用合計 15,366

経常損失（△） △14,310

特別利益  

補償金収入 20

特別利益合計 20

特別損失  

固定資産除却損 65

店舗閉店損失 45

特別損失合計 110

税金等調整前四半期純損失（△） △14,401

法人税、住民税及び事業税 125

法人税等調整額 △5,858

法人税等合計 △5,733

四半期純損失（△） △8,667



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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（△） △14,401

減価償却費 621

賞与引当金の増減額（△は減少） 592

株主優待引当金の増減額（△は減少） 27

受取利息及び受取配当金 △42

為替差損益（△は益） 102

デリバティブ評価損 15,342

固定資産除却損 65

店舗閉店損失 45

補償金収入 △20

テナント未収入金の増減額（△は増加） 165

たな卸資産の増減額（△は増加） △498

その他流動資産の増減額（△は増加） △159

買掛金の増減額（△は減少） △433

その他流動負債の増減額（△は減少） △76

その他 △46

小計 1,284

利息及び配当金の受取額 23

法人税等の支払額 △1,559

営業活動によるキャッシュ・フロー △250

投資活動によるキャッシュ・フロー  

非連結子会社株式の取得による支出 △310

有形固定資産の取得による支出 △1,048

無形固定資産の取得による支出 △7

敷金・保証金・建設協力金の支出 △159

敷金・保証金・建設協力金の回収による収入 200

その他投資に関する収入及び支出（△は支出） △43

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,369

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 △0

配当金の支払額 △776

財務活動によるキャッシュ・フロー △777

現金及び現金同等物に係る換算差額 △632

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,029

現金及び現金同等物の期首残高 15,245

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,215
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