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1.  平成21年8月期第2四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年2月28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2四半期 3,856 ― 186 ― 126 ― 52 ―

20年8月期第2四半期 4,369 8.8 117 144.8 85 116.4 115 ―

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2四半期 4.70 ―

20年8月期第2四半期 10.17 ―

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2四半期 6,070 1,366 22.5 123.30
20年8月期 6,251 1,361 21.8 120.76

（参考） 自己資本   21年8月期第2四半期  1,366百万円 20年8月期  1,361百万円

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 ― 0.00 ― 2.00 2.00
21年8月期 ― 0.00

21年8月期 
（予想）

― 2.00 2.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 7,300 △13.8 260 33.7 180 47.3 70 △46.7 6.29
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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、4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、4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．本資料に掲載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が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、実際の業績等は、様々な要因により大きく異なる可能性があります。なお、上記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」をご覧ください。 
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2四半期 11,387,000株 20年8月期  11,387,000株

② 期末自己株式数 21年8月期第2四半期  301,479株 20年8月期  111,115株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年8月期第2四半期 11,126,623株 20年8月期第2四半期 11,377,712株
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 1,426,897 1,499,735 

受取手形及び売掛金 649,283 696,024 

商品及び製品 2,253,025 2,309,427 

原材料 308,276 230,488 

繰延税金資産 22,506 26,661 

その他 102,348 79,161 

貸倒引当金 △3,246 △928 

流動資産合計 4,759,090 4,840,569 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 176,351 180,642 

減価償却累計額 △91,307 △94,834 

減損損失累計額 △19,263 △19,263 

建物及び構築物（純額） 65,780 66,544 

機械装置及び運搬具 59,013 69,266 

減価償却累計額 △22,699 △23,569 

機械装置及び運搬具（純額） 36,313 45,697 

工具、器具及び備品 97,589 75,938 

減価償却累計額 △56,477 △48,767 

減損損失累計額 △1,168 △1,217 

工具、器具及び備品（純額） 39,944 25,953 

土地 140,963 140,963 

建設仮勘定 1,000 － 

有形固定資産合計 284,001 279,158 

無形固定資産 18,875 16,966 

投資その他の資産   

投資有価証券 96,506 97,518 

繰延税金資産 140,620 180,151 

差入保証金 618,531 678,383 

役員に対する長期貸付金 3,870 4,354 

その他 156,105 152,003 

貸倒引当金 △8,557 － 

投資その他の資産合計 1,007,078 1,112,411 

固定資産合計 1,309,955 1,408,535 

繰延資産 1,840 2,760 

資産合計 6,070,886 6,251,866 
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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   

支払手形及び買掛金 571,673 554,648 

短期借入金 2,714,083 2,200,679 

1年内償還予定の社債 40,000 700,000 

未払金及び未払費用 341,296 396,655 

未払法人税等 27,761 48,607 

賞与引当金 32,500 44,148 

ポイント引当金 7,947 6,221 

その他 100,205 154,180 

流動負債合計 3,835,467 4,105,142 

固定負債   

社債 130,000 150,000 

長期借入金 622,045 503,566 

退職給付引当金 89,971 92,573 

長期リース資産減損勘定 23,935 34,583 

その他 2,557 4,339 

固定負債合計 868,509 785,063 

負債合計 4,703,977 4,890,206 

純資産の部   

株主資本   

資本金 743,392 743,392 

資本剰余金 550,701 550,701 

利益剰余金 128,837 99,117 

自己株式 △28,219 △14,148 

株主資本合計 1,394,710 1,379,061 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △2,478 

為替換算調整勘定 △27,801 △14,923 

評価・換算差額等合計 △27,801 △17,401 

純資産合計 1,366,909 1,361,659 

負債純資産合計 6,070,886 6,251,866 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 

 至 平成21年２月28日) 

売上高 3,856,792

売上原価 1,520,669

売上総利益 2,336,123

販売費及び一般管理費 2,149,184

営業利益 186,938

営業外収益  

受取利息 2,292

受取家賃 571

協賛金収入 619

その他 400

営業外収益合計 3,882

営業外費用  

支払利息 27,608

社債利息 558

社債発行費償却 920

社債保証料 728

為替差損 32,882

その他 1,838

営業外費用合計 64,537

経常利益 126,284

特別利益  

受取補償金 6,387

特別利益 6,387

特別損失  

店舗閉鎖損失 3,507

固定資産除却損 1,844

投資有価証券評価損 5,671

貸倒引当金繰入額 4,220

過年度租税公課 5,962

その他 127

特別損失合計 21,332

税金等調整前四半期純利益 111,338

法人税、住民税及び事業税 17,062

法人税等調整額 42,004

法人税等合計 59,066

四半期純利益 52,272
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【第２四半期連結会計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 2,134,898

売上原価 852,001

売上総利益 1,282,896

販売費及び一般管理費 1,128,174

営業利益 154,721

営業外収益  

受取利息 622

受取家賃 285

協賛金収入 231

その他 146

営業外収益合計 1,286

営業外費用  

支払利息 13,273

社債利息 311

社債発行費償却 460

社債保証料 240

為替差損 6,459

その他 1,689

営業外費用合計 22,435

経常利益 133,572

特別利益  

受取補償金 6,387

特別利益合計 6,387

特別損失  

店舗閉鎖損失 1,570

投資有価証券評価損 973

貸倒引当金繰入額 4,220

過年度租税公課 5,962

その他 99

特別損失合計 12,825

税金等調整前四半期純利益 127,134

法人税、住民税及び事業税 4,109

法人税等調整額 29,883

法人税等合計 33,993

少数株主損失（△） △109

四半期純利益 93,250
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 

 至 平成21年２月28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利益 111,338

減価償却費 35,019

退職給付引当金の増減額（△は減少） △2,602

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,648

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,725

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,448

投資有価証券評価損益（△は益） 5,671

その他の特別損益（△は益） 5,351

為替差損益（△は益） 14,405

受取利息及び受取配当金 △2,329

支払利息 28,166

繰延資産償却額 920

売上債権の増減額（△は増加） 37,462

たな卸資産の増減額（△は増加） △46,343

仕入債務の増減額（△は減少） 43,654

その他の流動資産の増減額（△は増加） △20,562

その他の流動負債の増減額（△は減少） △123,274

小計 79,403

利息及び配当金の受取額 2,329

利息の支払額 △28,166

法人税等の支払額 △37,729

営業活動によるキャッシュ・フロー 15,836

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 △42,679

差入保証金の差入による支出 △1,665

差入保証金の回収による収入 61,372

その他の支出 △8,395

その他の収入 993

無形固定資産の取得による支出 △4,168

投資活動によるキャッシュ・フロー 5,457

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 513,404

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △181,520

社債の償還による支出 △680,000

自己株式の取得による支出 △14,070

配当金の支払額 △19,255

財務活動によるキャッシュ・フロー △81,442

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12,689

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △72,838

現金及び現金同等物の期首残高 1,499,735

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,426,897
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