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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 8,389 5.4 292 43.0 339 69.9 170 △25.5
21年8月期第1四半期 7,959 △1.8 204 5.4 199 11.5 228 384.4

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 5,494.99 5,391.37
21年8月期第1四半期 7,374.84 ―

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 11,797 3,354 28.4 107,942.47
21年8月期 11,284 3,251 28.8 104,679.31

（参考） 自己資本   22年8月期第1四半期  3,345百万円 21年8月期  3,244百万円

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  
当社は平成２２年１月１日をもって株式１株を２００株に分割いたしました。平成２２年８月（予想）配当金は、分割後の株式数をもとに算出しております。 

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 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00
22年8月期 ―
22年8月期 

（予想）
0.00 ― 13.00 13.00

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

16,500 2.0 510 △0.9 540 7.3 280 △17.0 9,033.13

通期 34,200 3.4 1,200 7.5 1,300 43.0 670 18.6 21,614.99
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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  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） 

(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 
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、
実際の業績等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あたっての注意事項等について
は、３ページ【定性的情報・財務諸表】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 34,897株 21年8月期  34,897株
② 期末自己株式数 22年8月期第1四半期  3,900株 21年8月期  3,900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 30,997株 21年8月期第1四半期 30,997株
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 当第１四半期連結累計期間のわが国経済は、デフレと円高への懸念が広がり、所得と雇用環境の一層の悪化が見

込まれる状況に陥りましたが、政府は有効な景気回復策を打ち出せないでいます。その結果、消費者の心理は冷え

込み、買物は必要最低限へ絞り込まれ低価格を追求する動きが広がっています。このような厳しい環境下で、当社

は店舗運営でのローコスト・オペレーションの改善と徹底、店舗開発での迅速な出店と退店（スクラップ・アン

ド・ビルド）という基本方針を一段と強化することで業容の拡充を図っています。 

 当第１四半期連結累計期間における100円ショップ店舗の出店数は、直営店舗が36店舗、FC店舗他が２店舗、閉

鎖店舗数は直営店舗が16店舗、FC店舗他が１店舗で、当第１四半期連結累計期間末のグループ店舗数は、100円シ

ョップ以外の店舗を含め815店舗となりました。 

 以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は83億89百万円（前年同四半期比5.4%増）となりました。営業

利益は、売上総利益率と販管費比率が前年同四半期に比べ改善したことから２億92百万円（同43.0％増）となりま

した。経常利益は、営業外収益に㈱ワッツオースリー販売の消費税等免税益が計上されたことから３億39百万円

（同69.9%増）、四半期純利益は１億70百万円（同25.5%減）となりました。四半期純利益が前年同四半期に比べ減

少したのは、前年同四半期にグループ内再編に係る税効果会計の要因で純利益が押し上げられたことに影響を受け

たものです。  

  

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、117億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ、５億13百万

円の増加となりました。その内訳は、資産の部では流動資産は80億73百万円（前連結会計年度末比４億31百万円

増）、固定資産は37億24百万円（同82百万円増）であります。負債の部では、流動負債は67億７百万円となり、前

連結会計年度末に比べ３億85百万円の増加となりました。純資産の部の合計は、33億54百万円となり、前連結会計

年度末に比べ、１億３百万円の増加となりました。 

 なお、自己資本比率は ％となり、前連結会計年度末とほぼ同水準を維持しております。１株当たり純資産

は、 円 銭であります。 

  

 当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりです。 

（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３億53百万円増加し、16億90百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、獲得した資金は、１億31百万円（前年同四半期は８億76百万円の獲得）となりました。前

年同期と比べ、獲得資金が大きく減少しておりますが、これは主に前年同四半期末が休日だった為に、仕入債

務の支払が翌月初に繰り越されたという特殊要因によります。収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益

３億34百万円、仕入債務の増加額２億94百万円、減価償却費46百万円であります。支出の主な内訳は、たな卸

資産の増加額２億80百万円、法人税等の支払額２億78百万円であります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は１億44百万円（前年同四半期は１億円の使用）となりました。この内訳 

は、新規出店のための敷金及び保証金の差入による支出91百万円、有形固定資産の取得による支出74百万円、

店舗閉鎖による敷金及び保証金の回収による収入24百万円等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、獲得した資金は３億67百万円（前年同四半期２億21百万円の獲得）となりました。この内

訳は、長期借入金の返済による支出２億80百万円、配当金の支払額61百万円、長期借入れによる収入４億50百

万円、短期借入金の純増加額３億円等によるものであります。  

  

 当第１四半期連結累計期間の業績は、上記のとおり、売上高の増加を中心に順調に推移していますが、足元の雇

用や所得環境の厳しさを勘案し、平成21年10月９日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりませ

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

28.4

107,942 47

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。  

  

  該当事項はありません。   

  

  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 1,690,338 1,336,369

受取手形及び売掛金 1,803,103 1,750,119

商品及び製品 3,859,144 3,579,958

原材料及び貯蔵品 6,231 5,391

繰延税金資産 262,601 193,786

その他 478,367 802,507

貸倒引当金 △26,316 △25,674

流動資産合計 8,073,469 7,642,459

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 741,872 719,652

減価償却累計額及び減損損失累計額 △458,444 △456,590

建物及び構築物（純額） 283,427 263,061

車両運搬具 7,079 7,079

減価償却累計額及び減損損失累計額 △5,640 △5,515

車両運搬具（純額） 1,438 1,563

工具、器具及び備品 1,748,810 1,673,568

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,285,077 △1,251,112

工具、器具及び備品（純額） 463,733 422,455

土地 136,845 136,845

有形固定資産 885,444 823,926

無形固定資産   

のれん 351,236 390,262

その他 33,088 33,374

無形固定資産合計 384,324 423,636

投資その他の資産   

投資有価証券 56,589 66,105

繰延税金資産 22,303 18,584

差入保証金 2,293,574 2,237,004

その他 120,094 110,309

貸倒引当金 △38,188 △37,807

投資その他の資産合計 2,454,374 2,394,195

固定資産合計 3,724,143 3,641,758

資産合計 11,797,613 11,284,218
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,006,593 3,705,868

短期借入金 440,000 140,000

1年内償還予定の社債 80,000 80,000

1年内返済予定の長期借入金 1,163,681 1,042,986

未払法人税等 223,940 281,594

未払消費税等 15,179 398,899

賞与引当金 16,022 111,237

その他 761,882 561,253

流動負債合計 6,707,300 6,321,839

固定負債   

社債 140,000 180,000

長期借入金 1,246,395 1,197,274

退職給付引当金 63,824 50,303

役員退職慰労引当金 60,600 59,417

負ののれん 4,532 6,043

その他 220,424 218,076

固定負債合計 1,735,777 1,711,114

負債合計 8,443,077 8,032,954

純資産の部   

株主資本   

資本金 440,297 440,297

資本剰余金 876,066 876,066

利益剰余金 2,323,450 2,215,116

自己株式 △291,319 △291,319

株主資本合計 3,348,495 3,240,160

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,712 1,360

為替換算調整勘定 2,109 3,223

評価・換算差額等合計 △2,602 4,583

新株予約権 8,643 6,519

純資産合計 3,354,536 3,251,263

負債純資産合計 11,797,613 11,284,218
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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 7,959,347 8,389,489

売上原価 5,043,621 5,288,274

売上総利益 2,915,725 3,101,215

販売費及び一般管理費 2,711,417 2,809,038

営業利益 204,308 292,176

営業外収益   

受取賃貸料 6,796 7,265

消費税等免税益 － 47,418

その他 5,875 13,150

営業外収益合計 12,671 67,834

営業外費用   

支払利息 10,601 9,503

退店違約金 － 6,900

その他 6,554 4,120

営業外費用合計 17,155 20,524

経常利益 199,824 339,487

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,676 －

その他 － 273

特別利益合計 3,676 273

特別損失   

固定資産除却損 150 444

投資有価証券評価損 4,110 －

固定資産売却損 32 －

減損損失 1,531 4,976

保険解約損 587 －

特別損失合計 6,411 5,421

税金等調整前四半期純利益 197,089 334,338

法人税、住民税及び事業税 117,753 222,583

法人税等調整額 △149,261 △58,572

法人税等合計 △31,508 164,010

四半期純利益 228,597 170,328
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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利益 197,089 334,338

減価償却費 48,673 46,074

減損損失 1,531 4,976

負ののれん償却額 △1,510 △1,510

のれん償却額 39,026 39,026

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,676 1,022

賞与引当金の増減額（△は減少） △63,912 △95,215

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,827 13,521

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △1,362 1,183

受取利息及び受取配当金 △1,489 △1,227

支払利息 10,601 9,503

投資有価証券評価損益（△は益） 4,110 －

売上債権の増減額（△は増加） 12,328 △52,983

たな卸資産の増減額（△は増加） △167,491 △280,144

仕入債務の増減額（△は減少） 772,598 294,868

未払消費税等の増減額（△は減少） △19,196 △55,361

その他 273,049 161,185

小計 1,102,196 419,258

利息及び配当金の受取額 1,474 1,256

利息の支払額 △11,900 △10,676

法人税等の支払額 △215,133 △278,215

営業活動によるキャッシュ・フロー 876,637 131,623

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 △35,115 △74,677

有形固定資産の売却による収入 709 －

敷金及び保証金の差入による支出 △88,150 △91,048

敷金及び保証金の回収による収入 27,782 24,409

その他 △5,291 △3,313

投資活動によるキャッシュ・フロー △100,065 △144,629

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） △300,000 300,000

長期借入れによる収入 800,000 450,000

長期借入金の返済による支出 △176,859 △280,184

社債の償還による支出 △40,000 △40,000

配当金の支払額 △61,994 △61,994

財務活動によるキャッシュ・フロー 221,147 367,822

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4 △846

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 997,714 353,968

現金及び現金同等物の期首残高 1,521,426 1,336,369

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,519,141 1,690,338
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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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