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1.  平成22年6月期第2四半期の業績（平成21年7月1日～平成21年12月31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2四半期 10,568 0.9 206 18.6 271 7.1 △84 ―

21年6月期第2四半期 10,474 ― 174 ― 253 ― △94 ―

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2四半期 △20.04 ―

21年6月期第2四半期 △22.45 ―

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2四半期 16,507 11,982 72.6 2,849.65
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2四半期  11,982百万円 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 ― 20.00

22年6月期 
（予想）

― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 21,852 0.9 817 △6.7 927 △9.5 162 △32.2 38.75
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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2四半期 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2四半期 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2四半期 4,204,833株 21年6月期第2四半期 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。 
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当第２四半期累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」４店舗及び「クラフトパーク」１店舗を開設いたしました。退店につきましては、「クラフ

トハートトーカイ」６店舗、「クラフトパーク」、「ビーズハウスマミー」、「クラフトループ」各１

店舗及び生活雑貨専門店「サントレーム」１店舗の計10店舗を実施いたしました。なお、出退店の店舗

数のうち、退店１店舗と出店１店舗は、スクラップアンドビルドによるものであります。この結果、当

第２四半期累計期間末の手芸専門店は358店舗、生活雑貨専門店は25店舗で、総店舗数は383店舗となり

ました。 

営業面につきましては、手芸専門店では前事業年度に新規開講した店舗内ソーイングスクールの運営

を30店舗から40店舗へと拡大するとともに、商品提案力と店舗集客力の増加を期待した積極的な店舗改

装の実施など、既存店の再生化と活性化並びに営業力強化のための各種施策を実施いたしました。ま

た、店舗改装セールとともに、チラシや会員様向けダイレクトメールによる販売促進策を拡充し積極的

に実施するなど、売上高の増大に注力してまいりました。 

商品面につきましては、手芸作品の創作に必要な材料をセット組みした各店舗オリジナルの商品提

供、ビーズや樹脂粘土によるフェイクスイーツ作りとともに、衣料用生地を用いた自社企画商品の拡充

と創作作品の提案を推し進めたことなどにより、商品部門別売上高では手芸用品及び生地は前年同期を

上回りましたほか、ミシンの販売伸長等で和洋裁服飾品も前年同期を上回りましたものの、毛糸、衣料

品及び生活雑貨は前年同期を下回りました。 

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前年同期比で0.4％の増収等によ

り100億84百万円（前年同期比1.1％増）となりました。通信販売部門では４億56百万円（前年同期比

5.3％減）となり、その他の部門は27百万円（前年同期比27.1％増）となりました。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の売上高は既存店売上の増収等により、105億68百万円（前年

同期比0.9％増）となりました。利益面につきましては、店舗におけるセールの積極策等により粗利益

率が低下し売上総利益は64億６百万円（前年同期比0.7％減）、営業利益は２億６百万円（前年同期比

18.6％増）、経常利益は２億71百万円（前年同期比7.1％増）となりました。四半期純損失につきまし

ては、減損損失１億62百万円等を特別損失に計上いたしましたことにより、84百万円（前年同期94百万

円の四半期純損失）となりました。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ19百万円増加し、165億７百万円と

なりました。流動資産は２億82百万円増加し、固定資産は２億63百万円減少しております。流動資産の

増加は、主に現金及び預金が87百万円減少しましたものの、商品３億79百万円の増加によるものであ

り、固定資産の減少は、主に土地１億48百万円、差入保証金65百万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２億４百万円増加し、45億25百万円となりました。流動負債は１億62百

万円増加し、固定負債は42百万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１億23百

万円減少しましたものの、支払手形及び買掛金３億59百万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24百万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１億85百万円減少し、119億82百万円となりました。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１億89百万円の減少によるものであります。 

  

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累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87百万円減少し、38億61百万円となりました。 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

営業活動の結果得られた資金は、86百万円（前年同期は１億30百万円の収入）となりました。主なプ

ラス要因は、仕入債務の増加額３億59百万円、減損損失１億62百万円、減価償却費92百万円、税引前四

半期純利益75百万円、主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額３億80百万円、法人税等の支払額２億

60百万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、51百万円（前年同期は67百万円の支出）となりました。これは、有

形固定資産の取得による支出45百万円、無形固定資産の取得による支出５百万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、１億23百万円（前年同期は１億68百万円の支出）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18百万円によるものであります。 

  

当社の事業を取り巻く社会経済環境は依然として厳しく、当第２四半期累計期間の業績予想につきま

しては、差異が生じる結果となりました。これにより、当社では、当第２四半期累計期間における業績

の実績を勘案するとともに、通期につきましても平成21年８月７日に公表いたしました業績予想を修正

いたしました。 

なお、当第２四半期累計期間の業績予想との差異及び通期業績予想は、本日（平成22年２月４日）別

途開示いたしました「業績予想の修正等に関するお知らせ」をご覧ください。  

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

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２四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 3,941,627 4,029,400

受取手形及び売掛金 55,464 71,249

商品 5,676,572 5,296,814

貯蔵品 2,687 2,171

その他 1,142,119 1,136,391

貸倒引当金 △2,569 △2,490

流動資産合計 10,815,902 10,533,538

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 850,913 876,318

土地 1,687,153 1,835,172

リース資産（純額） 170,449 141,816

その他（純額） 102,630 107,751

有形固定資産合計 2,811,147 2,961,058

無形固定資産 141,083 148,305

投資その他の資産   

差入保証金 2,459,111 2,524,899

その他 280,299 320,700

貸倒引当金 △41 △64

投資その他の資産合計 2,739,369 2,845,535

固定資産合計 5,691,600 5,954,899

資産合計 16,507,503 16,488,438
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年12月31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 2,500,294 2,140,782

リース債務 41,816 31,117

未払法人税等 160,267 283,400

未払消費税等 42,764 73,769

賞与引当金 32,081 34,098

ポイント引当金 307,217 294,636

その他 743,848 808,065

流動負債合計 3,828,288 3,665,869

固定負債   

リース債務 135,455 111,172

役員退職慰労引当金 177,651 169,803

その他 383,809 373,686

固定負債合計 696,915 654,661

負債合計 4,525,204 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 9,550,598 9,739,996

自己株式 △2,470,567 △2,470,561

株主資本合計 11,981,960 12,171,365

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 338 △3,458

評価・換算差額等合計 338 △3,458

純資産合計 11,982,298 12,167,906

負債純資産合計 16,507,503 16,488,438
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 10,474,806 10,568,312

売上原価 4,021,827 4,161,742

売上総利益 6,452,979 6,406,570

販売費及び一般管理費 6,278,526 6,199,745

営業利益 174,453 206,824

営業外収益   

受取利息 1,837 1,615

受取配当金 568 489

協賛金収入 31,185 22,871

受取手数料 17,238 8,405

仕入割引 19,921 23,296

その他 13,731 10,996

営業外収益合計 84,482 67,674

営業外費用   

支払利息 2,499 1,284

賃貸費用 624 －

リース解約損 900 －

減価償却費 1,007 941

その他 250 580

営業外費用合計 5,282 2,805

経常利益 253,653 271,693

特別利益   

前期損益修正益 9 3,000

固定資産売却益 76 －

受取補償金 21,303 6,470

収用補償金 33,883 －

債務免除益 － 2,690

違約金収入 － 3,000

その他 43 2

特別利益合計 55,315 15,164

特別損失   

過年度損益修正損 － 5,440

固定資産除却損 21,483 10,612

減損損失 4,408 162,598

店舗閉鎖損失 51,748 13,581

ポイント引当金繰入額 262,411 －

その他 16,533 19,362

特別損失合計 356,586 211,595

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △47,617 75,261

法人税、住民税及び事業税 146,989 138,405

法人税等調整額 △100,207 21,134

法人税等合計 46,782 159,539

四半期純損失（△） △94,399 △84,277
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△47,617 75,261

減価償却費 77,181 92,436

減損損失 4,408 162,598

賞与引当金の増減額（△は減少） △3,582 △2,017

ポイント引当金の増減額（△は減少） 286,171 12,581

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,415 7,848

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,157 56

受取利息及び受取配当金 △2,405 △2,105

支払利息 2,499 1,284

固定資産売却損益（△は益） △76 －

固定資産除却損 21,483 10,612

投資有価証券評価損益（△は益） 14,346 18,707

売上債権の増減額（△は増加） 10,359 15,785

たな卸資産の増減額（△は増加） △246,210 △380,274

営業未収入金の増減額(△は増加) △91,008 △69,898

差入保証金の増減額（△は増加） 157,421 65,810

未払消費税等の増減額（△は減少） △13,925 △31,004

仕入債務の増減額（△は減少） 276,637 359,511

未払金の増減額（△は減少） △54,873 △45,456

その他 △38,222 55,543

小計 346,843 347,281

利息及び配当金の受取額 894 810

利息の支払額 △2,499 △1,284

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 130,884 86,370

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 △65,729 △45,337

有形固定資産の売却による収入 76 －

無形固定資産の取得による支出 △1,822 △5,744

出資金の回収による収入 － 75

投資活動によるキャッシュ・フロー △67,474 △51,007

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 －

短期借入金の返済による支出 △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 － △18,008

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 △168,193 △123,136

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △104,783 △87,773

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 3,283,160 3,861,627
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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

藤久株式会社(9966) 平成22年６月期第２四半期決算短信（非連結）
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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

前第２四半期累計期間
(自 平成20年７月１日 

   至 平成20年12月31日）

当第２四半期累計期間
(自 平成21年７月１日 
  至 平成21年12月31日)

(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 938,564 9.0 850,638 8.0 1,587,246 7.3

手芸用品 3,256,796 31.1 3,273,353 31.0 6,504,063 30.0

生地 2,159,386 20.6 2,259,144 21.4 4,838,925 22.4

和洋裁服飾品 2,590,554 24.7 2,672,425 25.3 5,614,416 25.9

衣料品 408,066 3.9 389,842 3.7 773,761 3.6

生活雑貨 892,934 8.5 837,405 7.9 1,833,031 8.5

その他 228,503 2.2 285,502 2.7 504,963 2.3

合計 10,474,806 100.0 10,568,312 100.0 21,656,408 100.0

区分

前第２四半期累計期間
(自 平成20年７月１日 
  至 平成20年12月31日)

当第２四半期累計期間 
 (自 平成21年７月１日 
   至 平成21年12月31日)

(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 9,971,495 95.2 10,084,656 95.4 20,679,773 95.5

通信販売部門 481,986 4.6 456,551 4.3 927,955 4.3

その他の部門 21,324 0.2 27,104 0.3 48,678 0.2

合計 10,474,806 100.0 10,568,312 100.0 21,656,408 100.0

区分

前第２四半期累計期間
(自 平成20年７月１日 
  至 平成20年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成21年７月１日 
  至 平成21年12月31日)

(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 9 4 310 4 6 304 15 14 306

ビーズハウスマミー ― 1 4 ― 1 ─ ― 4 1

クラフトワールド ― ― 5 ― ― 5 ― ― 5

クラフトパーク ─ 2 44 1 1 44 1 3 44

クラフトループ ― 1 7 ― 1 5 ─ 2 6

サントレーム ─ 3 27 ― 1 25 ─ 4 26

合計 9 11 397 5 10 383 16 27 388
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