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1.  平成22年8月期第1四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成21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 ％

22年8月期第1四半期 3,684 △29.0 △164 ― △283 ― △178 ―
21年8月期第1四半期 5,191 1.6 145 7,180.9 △112 ― △152 ―

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8月期第1四半期 △17.39 ―
21年8月期第1四半期 △14.84 ―

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8月期第1四半期 22,091 14,191 64.2 1,383.39
21年8月期 22,177 14,499 65.4 1,413.40

（参考） 自己資本   22年8月期第1四半期  14,191百万円 21年8月期  14,499百万円

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8月期 ― ― ― 12.50 12.50
22年8月期 ―
22年8月期 

（予想）
― ― 5.00 5.00

3.  平成22年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22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

10,000 △15.0 550 △43.8 480 △37.5 140 △29.9 13.64

通期 20,100 △6.1 990 △24.3 870 △13.4 250 △35.0 24.36
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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  

(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） 

(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 
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 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8月期第1四半期 10,260,500株 21年8月期  10,260,500株
② 期末自己株式数 22年8月期第1四半期  1,900株 21年8月期  1,900株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年8月期第1四半期 10,258,600株 21年8月期第1四半期 10,258,600株
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 第1四半期は、当社の課題としまして、既存店売上の回復を図るべく、商品の大幅な入れ替えと、陳列の改善を主

体とした店舗のリフレッシュを主軸に据え総力を挙げて改革に取り組んでおります。しかしながら、平成20年９月に

起きました米国証券会社の破綻に始まる世界的不況の影響により、未だ小売業界は低迷期を脱しておらず、当社グル

ープの第１四半期における連結売上高は3,684百万円（前年同期比29.0％減）となりました。 

 経費面においては、前期より引き続き、賃借料などの販売費及び一般管理費の改革を推進し、かつ、不採算店を閉

鎖したことにより、販売費及び一般管理費は2,032百万円（前年同期比20.1％減）となりました。 

  新規出店については、より採算の取れる新規出店を吟味し、慎重に出店を行い、当第１四半期連結会計期間につい

ては、２店舗を開店いたしました。不採算店舗につきましては２店舗を閉鎖し、当第１四半期連結会計期間末の直営

舗数は294店舗となりました。 

 以上のような結果、当第１四半期連結会計期間の営業損失は164百万円（前年同四半期営業利益145百万円）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。かかるデリバティブ取引の評価損85百万円等を計上した結果、経常損失は283百万円（前年同

四半期経常損失112百万円）となりました。 

 さらに、法人税等合計80百万円を調整した結果、四半期純損失は178百万円（前年同四半期純損失152百万円）とな

りました。 

     

  

(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22,091百万円となり、前連結会計年度末に比べ86百万円減少いたしました。これ

は主に、流動資産において現預金が218百万円減少し、商品が201百万円増加、繰延税金資産が117百万円増加したこ

と、ならびに固定資産が95百万円減少、投資その他の資産が52百万円減少したことによるものであります。 

 負債合計は7,899百万円となり、前連結会計年度末に比べ221百万円増加いたしました。これは主に、支払手形及び

買掛金が442百万円増加したこと、未払法人税等が134百万円減少したことによるものであります。 

 純資産合計は14,191百万円となり、前連結会計年度末に比べ307百万円減少いたしました。これは主に、配当金の

支払い128百万円と、四半期純損失178百万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215百万円減少し、5,193百万円となりました。  

 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、126百万円（前年同期比57.0％減）となりました。これは主に、減価償却費125百

万円、仕入債務の増加448百万円に対し、税金等調整前四半期純損失259百万円、たな卸資産の増加201百万円、未払

消費税等の減少132百万円、法人税等の支払額156百万円があっ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） 

 投資活動の結果得られた資金は、36百万円（前年同期比42.5％減）となりました。これは主に、敷金および保証金

の差入20百万円に対し、敷金および保証金の回収による収入59百万円があったこと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、125百万円（前年同期比82.8％減）となりました。これは新規の長期借金による

収入300百万円に対し、長期借入金の返済による支出297百万円によるものと、配当金の支払128百万円があったこと

によるものであります。  

  

 平成21年10月９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。   

  

  

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
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該当事項はありません。  

  

１．簡便な会計処理 

①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。 

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。   

  

  

    該当事項はありません。 

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）

（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

（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１四半期連結会計期間末
(平成21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21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,315,070 5,533,890

受取手形及び売掛金 100,155 108,648

商品 9,373,196 9,172,162

その他 571,197 476,993

貸倒引当金 △2,852 △1,180

流動資産合計 15,356,766 15,290,514

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,950,774 2,003,809

その他（純額） 2,347,740 2,390,514

有形固定資産合計 4,298,515 4,394,323

無形固定資産 43,745 47,852

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,141,619 2,181,260

その他 265,120 274,930

貸倒引当金 △14,191 △11,624

投資その他の資産合計 2,392,548 2,444,567

固定資産合計 6,734,809 6,886,743

繰延資産 － 704

資産合計 22,091,575 22,177,963

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,188,134 745,803

短期借入金 700,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 1,446,536 1,330,388

未払法人税等 40,437 174,754

賞与引当金 － 25,500

その他 537,885 693,134

流動負債合計 3,912,994 3,669,579

固定負債   

長期借入金 3,470,511 3,583,907

退職給付引当金 161,861 159,204

役員退職慰労引当金 86,448 84,808

その他 268,097 180,936

固定負債合計 3,986,918 4,008,856

負債合計 7,899,912 7,678,435
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21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21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 9,695,496 10,002,216

自己株式 △1,165 △1,165

株主資本合計 14,193,763 14,500,483

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,100 △956

評価・換算差額等合計 △2,100 △956

純資産合計 14,191,663 14,499,527

負債純資産合計 22,091,575 22,177,963
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 5,191,178 3,684,570

売上原価 2,502,756 1,817,111

売上総利益 2,688,421 1,867,458

販売費及び一般管理費 2,542,873 2,032,449

営業利益又は営業損失（△） 145,548 △164,991

営業外収益   

受取利息 1,470 1,343

受取配当金 4 32

為替差益 14,776 －

受取賃貸料 15,930 15,949

その他 3,052 5,659

営業外収益合計 35,234 22,984

営業外費用   

支払利息 23,133 22,086

為替差損 － 18,753

賃貸収入原価 14,085 13,619

デリバティブ評価損 251,108 85,801

その他 4,775 1,235

営業外費用合計 293,103 141,497

経常損失（△） △112,320 △283,504

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 21,615

関係会社株式売却益 60,314 －

補助金収入 － 2,753

特別利益合計 60,314 24,369

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 △259,135

法人税、住民税及び事業税 58,032 33,393

法人税等調整額 41,586 △114,040

法人税等合計 99,618 △80,647

四半期純損失（△） △152,265 △178,487
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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）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21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 △259,135

減価償却費 169,059 125,832

株式交付費償却 1,056 704

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,358 4,240

賞与引当金の増減額（△は減少） △30,995 △25,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,564 2,656

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,475 1,639

受取利息及び受取配当金 △1,474 △1,376

支払利息 23,133 22,086

為替差損益（△は益） △652 5,128

デリバティブ評価損益（△は益） 251,108 85,801

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 8,493

たな卸資産の増減額（△は増加） △754,415 △201,095

仕入債務の増減額（△は減少） 595,737 448,364

未払消費税等の増減額（△は減少） 9,549 △132,178

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 17,675

その他の流動負債の増減額（△は減少） △23,312 △55,401

その他 1,130 2,421

小計 158,712 50,359

利息及び配当金の受取額 1,474 1,376

利息の支払額 △22,743 △22,332

保険金の受取額 － 68

法人税等の支払額 △432,125 △156,226

営業活動によるキャッシュ・フロー △294,681 △126,755

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 － △2,044

有形固定資産の取得による支出 △28,390 △857

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 △238

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 △20,056

敷金及び保証金の回収による収入 57,434 59,697

その他 △1,695 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 63,531 36,501
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（単位：千円）

前第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) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

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 △599,803 △297,248

配当金の支払額 △128,232 △128,232

財務活動によるキャッシュ・フロー △728,035 △125,480

現金及び現金同等物に係る換算差額 652 △19

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △958,532 △215,753

現金及び現金同等物の期首残高 2,603,151 5,409,012

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,644,619 5,193,258
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 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。 

   

  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

６．その他の情報
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