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1.  平成21年8月期第3四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年5月31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3四半期 17,279 △11.0 1,338 △22.9 1,102 △29.3 514 △1.7
20年8月期第3四半期 19,419 △11.4 1,736 △0.9 1,560 △18.7 522 △46.1

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3四半期 50.12 ―
20年8月期第3四半期 50.96 ―

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3四半期 22,517 14,629 65.0 1,426.05
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3四半期  14,629百万円 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 ― 0.00 ―
21年8月期 

（予想）
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 22,059 △12.0 1,473 △17.3 1,234 △25.8 529 1.3 51.56
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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、４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3四半期  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3四半期  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3四半期  10,258,600株 20年8月期第3四半期  10,258,600株
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 当社グループは、売上不振による減収をカバーするべく、不採算店舗の撤退と、経費コントロールに注力しまし

た。販売費および一般管理費は前第３四半期連結累計期間と比較して、935百万円減少いたしました。 

 当第３四半期において、1店舗の新規出店と５店舗の閉鎖をいたしました。当第３四半期連結会計期間末の直営店

舗数は300店舗となりました。（前第３四半期連結会計期間末317店） 

 以上のような結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は17,279百万円（前年同期比11.0％減）となり、営業利益

は1,338百万円（前年同期比22.9％減）となりました。 

 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３四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３四半期連結累計期間の経常利益は1,309百万円でありますが、デリバティブ評価額△206百万円

を計上した結果、経常利益は1,102百万円（前年同期比29.3％減）となります。 

 特別利益62百万円および特別損失47百万円を計上し、四半期純利益は514百万円（前年同期比1.7％減）となりまし

た。 

  

(1)資産、負債および純資産の状況 

 当第３四半期末における総資産は22,517百万円となり、前連結会計年度末に比べ45百万円増加いたしました。これ

は主に現預金が2,163百万円増加し、たな卸資産が1,169百万円減少したこと、固定資産が746百万円減少したことに

よります。 

 負債合計は7,887百万円となり、前連結会計年度末に比べ339百万円減少いたしました。これは主に借入金の増加

569百万円によるものと、支払手形及び買掛金の減少626百万円、未払法人税等の減少354百万円によるものでありま

す。 

 純資産合計は14,629百万円となり、前連結会計年度末に比べ384百万円増加いたしました。これは主に、配当金の

支払128百万円と、四半期純利益514百万円による利益剰余金の増加によるものであります。 

(2)キャッシュ・フローの状況 

 当第３四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2,163百万円増加し、4,766百万円となりました。 

 当第３四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） 

 当第３四半期連結会計期間に営業活動の結果取得した資金は、824百万円となりました。これは主に、税金等調整

前利益324百万円および減価償却費169百万円、たな卸資産の減少1,355百万円に対し、仕入債務の支払613百万円、法

人税等の支払額450百万円を計上したこと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） 

 当第３四半期連結会計期間に投資活動の結果得られた資金は、15百万円となりました。これは主に、敷金および保

証金の差し入れによる支出17百万円によるものおよび固定資産の取得による支出10百万円に対し、敷金および保証金

の回収による収入46百万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） 

 当第３四半期連結会計期間に財務活動の結果支出した資金は、394百万円となりました。これは長期借入金の返済

による支出394百万円によるものであります。 

  

  

 平成21年４月３日発表の業績予想に変更はありません。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

   

１．簡便な会計処理 

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）

（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
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当第３四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。  

  

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。 

  

（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
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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３四半期連結会計期間末
(平成21年５月31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 4,817,845 2,653,934

受取手形及び売掛金 123,417 134,527

商品 9,970,849 11,140,036

その他 455,090 650,962

貸倒引当金 △1,208 △8,675

流動資産合計 15,365,994 14,570,785

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,144,049 2,344,727

その他（純額） 2,450,129 2,656,750

有形固定資産合計 4,594,179 5,001,477

無形固定資産 56,550 76,936

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,234,135 2,341,204

その他 279,540 489,686

貸倒引当金 △15,092 △13,795

投資その他の資産合計 2,498,583 2,817,095

固定資産合計 7,149,312 7,895,509

繰延資産 1,761 4,932

資産合計 22,517,068 22,471,228

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 641,093 1,267,244

短期借入金 700,000 600,000

1年内返済予定の長期借入金 1,309,195 1,839,032

未払法人税等 151,123 505,566

賞与引当金 53,995 30,995

その他 715,232 755,397

流動負債合計 3,570,640 4,998,236

固定負債   

長期借入金 3,947,303 2,947,625

退職給付引当金 150,201 140,501

役員退職慰労引当金 100,755 101,229

その他 118,864 39,175

固定負債合計 4,317,124 3,228,530

負債合計 7,887,764 8,226,766
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年５月31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 10,131,976 9,746,028

自己株式 △1,165 △1,165

株主資本合計 14,630,243 14,244,295

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △939 165

評価・換算差額等合計 △939 165

純資産合計 14,629,304 14,244,461

負債純資産合計 22,517,068 22,471,228
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 17,279,708

売上原価 8,426,999

売上総利益 8,852,708

販売費及び一般管理費 7,513,749

営業利益 1,338,959

営業外収益  

受取利息 4,920

受取配当金 18

為替差益 23,559

受取賃貸料 51,551

その他 7,487

営業外収益合計 87,537

営業外費用  

支払利息 66,459

賃貸収入原価 42,031

デリバティブ評価損 206,782

その他 8,493

営業外費用合計 323,766

経常利益 1,102,729

特別利益  

関係会社株式売却益 60,434

貸倒引当金戻入額 2,207

特別利益合計 62,642

特別損失  

固定資産売却損 639

減損損失 23,783

固定資産除却損 7,194

賃貸借契約解約損 15,700

特別損失合計 47,318

税金等調整前四半期純利益 1,118,053

法人税、住民税及び事業税 513,255

法人税等調整額 90,617

法人税等合計 603,873

四半期純利益 514,180
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31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 1,118,053

減価償却費 510,365

減損損失 23,783

株式交付費償却 3,170

貸倒引当金の増減額（△は減少） △6,169

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,700

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △473

受取利息及び受取配当金 △4,938

支払利息 66,459

為替差損益（△は益） △3,752

デリバティブ評価損益（△は益） 206,782

関係会社株式売却損益（△は益） △60,434

有形固定資産売却損益（△は益） 639

有形固定資産除却損 7,194

売上債権の増減額（△は増加） 11,109

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,169,139

仕入債務の増減額（△は減少） △621,802

未払消費税等の増減額（△は減少） 130,987

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） 79,239

その他の流動負債の増減額（△は減少） △156,587

賃貸借契約解約損 15,700

その他 560

小計 2,562,662

利息及び配当金の受取額 4,938

利息の支払額 △66,434

法人税等の支払額 △882,223

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,618,943
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（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △50,845

定期預金の払戻による収入 50,782

有形固定資産の取得による支出 △51,481

有形固定資産の売却による収入 264

無形固定資産の取得による支出 △7,250

投資有価証券の取得による支出 △428

関係会社株式の売却による収入 75,434

敷金及び保証金の差入による支出 △60,446

敷金及び保証金の回収による収入 151,814

その他 △8,300

投資活動によるキャッシュ・フロー 99,543

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） 100,000

長期借入れによる収入 2,000,000

長期借入金の返済による支出 △1,530,159

配当金の支払額 △128,232

財務活動によるキャッシュ・フロー 441,608

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,752

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,163,847

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 4,766,999
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 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（６）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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成20年９月１日～５月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年８月期 

第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  19,419

Ⅱ 売上原価  9,234

売上総利益  10,184

Ⅲ 販売費及び一般管理費  8,448

営業利益  1,736

Ⅳ 営業外収益  70

Ⅴ 営業外費用  246

経常利益  1,560

Ⅵ 特別利益  22

Ⅶ 特別損失  263

税金等調整前四半期純利益  1,319

税金費用  796

四半期純利益  522
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   該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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