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1.  平成22年6月期第1四半期の業績（平成21年7月1日～平成21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 ％

22年6月期第1四半期 4,996 5.2 △13 ― 14 ― △36 ―

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

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

22年6月期第1四半期 △8.69 ―

21年6月期第1四半期 △49.52 ―

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

22年6月期第1四半期 16,436 12,034 73.2 2,862.06
21年6月期 16,488 12,167 73.8 2,893.79

（参考） 自己資本   22年6月期第1四半期  12,034百万円 21年6月期  12,167百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年6月期 ― 25.00 ― 25.00 50.00
22年6月期 ―

22年6月期 
（予想）

20.00 ― 20.00 40.00

3.  平成22年6月期の業績予想（平成21年7月1日～平成22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

10,786 3.0 299 71.8 366 44.7 56 ― 13.46

通期 21,855 0.9 907 3.5 1,041 1.7 334 39.7 79.57
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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） 

(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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年6月期第1四半期 5,505,000株 21年6月期  5,505,000株

② 期末自己株式数 22年6月期第1四半期 1,300,167株 21年6月期  1,300,163株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年6月期第1四半期 4,204,834株 21年6月期第1四半期 4,204,837株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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、
４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 －



当第１四半期会計期間における店舗展開につきましては、新規出店では手芸専門店「クラフトハート

トーカイ」２店舗を開設いたしましたほか、退店では「クラフトハートトーカイ」３店舗及び「ビーズ

ハウスマミー」１店舗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360店

舗、生活雑貨専門店は26店舗、総店舗数は386店舗となりました。 

営業面につきましては、手芸専門店では31店舗において改装を実施するとともに、前事業年度に新規

開講した店舗内ソーイングスクール30店舗を40店舗へ拡大するなど、既存店の再生化と活性化並びに売

上高の向上に取り組んでまいりました。 

商品面につきましては、手芸作品創作に必要な材料をセット組みした商品とともに、ビーズや樹脂粘

土によるフェイクスイーツ作りの提案を引き続き強化したことなどにより、毛糸、生地及び手芸用品は

前年同四半期を上回りましたほか、引き続きミシンの販売伸長等により和洋裁服飾品も前年同四半期を

上回りました。なお、店舗販売部門、通信販売部門ともに衣料品及び生活雑貨は前年同四半期を下回り

ました。 

事業部門別売上高につきましては、店舗販売部門では全業態既存店売上高について4.9％の増収等に

より47億88百万円（前年同四半期比5.5％増）となりました。通信販売部門では１億94百万円（前年同

四半期比2.8％減）となり、その他の部門では13百万円（前年同四半期比57.4％増）となりました。 

これらの結果、当第１四半期会計期間の業績につきましては、売上高は49億96百万円（前年同四半期

比5.2％増）、営業損失は13百万円（前年同四半期72百万円の営業損失）、経常利益は14百万円（前年

同四半期33百万円の経常損失）及び四半期純損失は36百万円（前年同四半期２億８百万円の四半期純損

失）となりました。 

  

【定性的情報・財務諸表等】

1.  経営成績に関する定性的情報
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(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51百万円減少し、164億36百万円と

なりました。流動資産は３百万円減少し、固定資産は47百万円減少しております。流動資産の減少は、

主に商品が３億48百万円増加しましたものの、現金及び預金３億78百万円の減少によるものであり、固

定資産の減少は、主に差入保証金31百万円の減少によるものであります。 

負債は、前事業年度末に比べ81百万円増加し、44億２百万円となりました。流動負債は56百万円増加

し、固定負債は25百万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２億30百万円、そ

の他に含まれております未払金が１億36百万円減少しましたものの、支払手形及び買掛金３億71百万

円、賞与引当金65百万円の増加によるものであり、固定負債の増加は、主にリース債務15百万円の増加

によるものであります。 

純資産は、前事業年度末に比べ１億33百万円減少し、120億34百万円となりました。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１億41百万円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、前事業年

度末と比べ３億78百万円減少し、35億70百万円となりました。 

営業活動の結果使用した資金は、２億51百万円（前年同四半期は４億95百万円の支出）となりまし

た。主なプラス要因は、仕入債務の増加額３億71百万円、賞与引当金の増加額65百万円、減価償却費45

百万円、主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額３億48百万円、法人税等の支払額２億60百万円、未

払金の減少額１億43百万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、14百万円（前年同四半期は22百万円の支出）となりました。これ

は、有形固定資産の取得による支出14百万円によるものであります。 

財務活動の結果使用した資金は、１億13百万円（前年同四半期は４億31百万円の収入）となりまし

た。これは、配当金の支払額１億５百万円、リース債務の返済による支出８百万円によるものでありま

す。 

  

現時点における平成22年６月期の業績予想につきましては、業績が概ね予想どおりに推移しており、

平成21年８月７日に発表いたしました業績予想数値に変更はありません。 

今後、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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2.  財政状態に関する定性的情報

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
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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21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,650,419 4,029,400

受取手形及び売掛金 74,792 71,249

商品 5,644,914 5,296,814

貯蔵品 2,115 2,171

その他 1,162,145 1,136,391

貸倒引当金 △4,601 △2,490

流動資産合計 10,529,786 10,533,538

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 870,596 876,318

土地 1,835,172 1,835,172

リース資産（純額） 157,165 141,816

その他（純額） 104,510 107,751

有形固定資産合計 2,967,443 2,961,058

無形固定資産 145,144 148,305

投資その他の資産   

差入保証金 2,493,390 2,524,899

その他 301,231 320,700

貸倒引当金 △50 △64

投資その他の資産合計 2,794,571 2,845,535

固定資産合計 5,907,160 5,954,899

資産合計 16,436,946 16,488,438
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,512,567 2,140,782

リース債務 37,382 31,117

未払法人税等 53,385 283,400

未払消費税等 34,807 73,769

賞与引当金 100,006 34,098

ポイント引当金 304,280 294,636

その他 679,970 808,065

流動負債合計 3,722,398 3,665,869

固定負債   

リース債務 126,772 111,172

役員退職慰労引当金 173,727 169,803

その他 379,551 373,686

固定負債合計 680,050 654,661

負債合計 4,402,449 4,320,531

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 9,598,352 9,739,996

自己株式 △2,470,567 △2,470,561

株主資本合計 12,029,714 12,171,365

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,781 △3,458

評価・換算差額等合計 4,781 △3,458

純資産合計 12,034,496 12,167,906

負債純資産合計 16,436,946 16,488,438
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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)

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 4,749,002 4,996,663

売上原価 1,826,869 1,990,473

売上総利益 2,922,133 3,006,190

販売費及び一般管理費 2,994,435 3,019,578

営業損失（△） △72,301 △13,387

営業外収益   

受取利息 790 716

受取配当金 31 31

協賛金収入 16,311 12,036

受取手数料 10,171 1,690

仕入割引 8,726 10,565

その他 4,957 4,420

営業外収益合計 40,988 29,461

営業外費用   

支払利息 711 585

賃貸費用 563 －

減価償却費 501 470

その他 201 239

営業外費用合計 1,978 1,295

経常利益又は経常損失（△） △33,291 14,777

特別利益   

前期損益修正益 7 －

受取補償金 11,344 6,470

収用補償金 23,724 －

債務免除益 － 2,690

違約金収入 － 3,000

その他 38 －

特別利益合計 35,114 12,161

特別損失   

過年度損益修正損 － 3,919

固定資産除却損 11,740 4,670

店舗閉鎖損失 26,954 4,479

ポイント引当金繰入額 262,411 －

投資有価証券評価損 － 15,580

その他 957 9

特別損失合計 302,064 28,659

税引前四半期純損失（△） △300,242 △1,720

法人税、住民税及び事業税 28,051 42,783

法人税等調整額 △120,066 △7,981

法人税等合計 △92,015 34,802

四半期純損失（△） △208,227 △36,522
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第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) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21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 △1,720

減価償却費 37,761 45,192

賞与引当金の増減額（△は減少） 66,697 65,908

ポイント引当金の増減額（△は減少） 270,453 9,643

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,217 3,924

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,326 2,097

受取利息及び受取配当金 △821 △747

支払利息 711 585

固定資産除却損 11,740 4,670

投資有価証券評価損益（△は益） 238 15,580

売上債権の増減額（△は増加） 981 △3,542

たな卸資産の増減額（△は増加） △270,032 △348,044

営業未収入金の増減額(△は増加) △45,153 △21,202

差入保証金の増減額（△は増加） 79,196 32,392

未払消費税等の増減額（△は減少） △14,560 △38,962

仕入債務の増減額（△は減少） 68,220 371,784

未払金の増減額（△は減少） △150,219 △143,391

その他 △25,650 15,280

小計 △279,788 9,447

利息及び配当金の受取額 352 351

利息の支払額 △1,348 △585

法人税等の支払額 △214,353 △260,438

営業活動によるキャッシュ・フロー △495,138 △251,223

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 △14,379

無形固定資産の取得による支出 △1,822 △214

投資活動によるキャッシュ・フロー △22,539 △14,594

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 －

自己株式の取得による支出 － △6

リース債務の返済による支出 － △8,035

配当金の支払額 △168,193 △105,120

財務活動によるキャッシュ・フロー 431,806 △113,162

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △85,871 △378,980

現金及び現金同等物の期首残高 3,387,943 3,949,400

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,302,072 3,570,419
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該当事項はありません。 

  

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) 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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 (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 「その他の部門」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21年６月期   
第１四半期）

当四半期     
（平成22年６月期   
第１四半期）

（参考）前事業年度   
（平成21年６月期）

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

毛糸 196,459 4.1 206,001 4.1 1,587,246 7.3

手芸用品 1,569,249 33.1 1,636,084 32.8 6,504,063 30.0

生地 1,044,559 22.0 1,135,449 22.7 4,838,925 22.4

和洋裁服飾品 1,277,091 26.9 1,340,631 26.8 5,614,416 25.9

衣料品 160,241 3.4 157,452 3.2 773,761 3.6

生活雑貨 405,160 8.5 390,130 7.8 1,833,031 8.5

その他 96,241 2.0 130,914 2.6 504,963 2.3

合計 4,749,002 100.0 4,996,663 100.0 21,656,408 100.0

区分

前年同四半期    
（平成21年６月期   
第１四半期）

当四半期     
（平成22年６月期   
第１四半期）

（参考）前事業年度   
（平成21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 4,539,929 95.6 4,788,168 95.8 20,679,773 95.5

通信販売部門 200,463 4.2 194,943 3.9 927,955 4.3

その他の部門 8,609 0.2 13,552 0.3 48,678 0.2

合計 4,749,002 100.0 4,996,663 100.0 21,656,408 100.0

区分

前年同四半期    
（平成21年６月期   
第１四半期）

当四半期     
（平成22年６月期   
第１四半期）

（参考）前事業年度   
（平成21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 3 1 307 2 3 305 15 14 306

ビーズハウスマミー ― ― 5 ― 1 0 ― 4 1

クラフトワールド ― ― 5 ― ― 5 ― ― 5

クラフトパーク ― 1 45 ― ─ 44 1 3 44

クラフトループ ― ― 8 ― ― 6 ─ 2 6

サントレーム ─ 1 29 ― ─ 26 ─ 4 26

合計 3 3 399 2 4 386 16 27 388

藤久株式会社（9966） 平成22年６月期 第１四半期決算短信(非連結)
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