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1.  平成22年8月期第2四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成22年2月28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2四半期 8,728 △25.8 174 △82.2 100 △86.9 35 △89.6
21年8月期第2四半期 11,768 △8.5 978 △16.4 767 △23.1 342 3.6

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2四半期 3.46 ―
21年8月期第2四半期 33.35 ―

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2四半期 22,115 14,405 65.1 1,404.27
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2四半期  14,405百万円 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  有   

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）
― 0.00 0.00

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  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 16,607 △22.4 △1,726 ― △1,841 ― △3,040 ― △296.28
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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2四半期 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2四半期  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2四半期 10,258,600株 21年8月期第2四半期 10,258,600株
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 売上高につきましては、個人消費が低迷し、予想を下回りました。 

 当第２四半期において新規に１店舗を出店し、４店舗を閉鎖いたしました。当第２四半期連結会計期間末の直営

店舗数は291店舗となりました。 

 今後、不採算店舗の査定を迅速に行い、来期予測を踏まえて、下期において不採算店舗の撤退を一気進めてまい

ります。一方、既存店舗のリフレッシュも同時に行ってまいります。下期の収益は、不採算店の撤退により、在庫

のセールおよび資産の除却が発生し、一時的に大きなマイナスを発生させることとなりますが、これらを実行し、

一刻も早い黒字化を目指してまいります。また、後述の3.連結業績予想に関する定性的情報に記載のとおり、通期

見通しの修正を行います。  

 以上のような結果、当第２四半期連結会計期間の売上高は5,043百万円（前年同四半期比23.3％減）となり、営

業利益では、経費削減を進めました結果、339百万円（前年同四半期比59.1％減）となりました。 

 営業外収益83百万円および営業外費用38百万円を計上した結果、経常利益は384百万円（前年同四半期比56.2％

減）となりました。 

 さらに、減損損失７百万円および固定資産除却損12百万円等を計上し、四半期純利益は214百万円（前年同四半

期比56.7％減）となりました。  

  

  

(1)資産、負債および純資産の状況 

 当第２四半期末における総資産は22,115百万円となり、前連結会計年度末に比べ62百万円減少いたしました。主

因としましては、現預金の増加495百万円、商品の減少237百万円、固定資産の減少318百万円等であります。 

 負債合計は7,709百万円となり、前連結会計年度末に比べ31百万円増加いたしました。主因といたしましては、支

払手形及び買掛金の増加340百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加238百万円、長期借入金の減少330百万円等

であります。 

 純資産合計は14,405百万円となり、前連結会計年度末に比べ93百万円減少いたしました。主因は、配当金の支払

い128百万円および、四半期純利益35百万円であります。  

(2)キャッシュ・フローの状況  

 当第２四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496百万円増加し、5,905百万円となりました。 

当第２四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） 

 営業活動の結果取得した資金は、815百万円（前年同四半期比25.1％減）となりました。これは主に、税金等調整

前四半期純利益367百万円、減価償却費127百万円および棚卸資産の減少438百万円に対し、仕入債務の減少99百万円

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） 

 投資活動の結果支出した資金は、9百万円（前年同四半期は20百万円の増加）となりました。これは主に、有形固

定資産の取得による支出23百万円によるものおよび、敷金及び保証金の差入による支出5百万円に対し、敷金及び保

証金の回収による収入25百万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） 

 財務活動の結果支出した資金は、94百万円（前年同四半期は1,564百万円の増加）となりました。これは主に、長

期借入金による収入200百万円に対し、長期借入金の返済による支出294百万円があったことによるものでありま

す。   

  

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
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平成21年10月９日付「平成21年８月期決算短信」にて発表いたしました業績予想を下記の通り修正いたします。  

 本日付にて発表いたしました「業績予想の修正及び期末配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

簡便な会計処理 

 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。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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 

  

 前回予想（A） 

百万円

  20,100

 百万円

  990

 百万円

  870

 百万円

  250

  円 銭

      24.36

 今回修正予想（B）   16,607   △1,726   △1,841   △3,040     △296.28

 増減額（B-A）   △3,493   △2,716   △2,711   △3,290    ― 

 増減率（％）   △17.4   －   －   －    ― 

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２四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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 6,029,024 5,533,890

受取手形及び売掛金 94,718 108,648

商品 8,934,887 9,172,162

その他 489,267 476,993

貸倒引当金 △1,029 △1,180

流動資産合計 15,546,868 15,290,514

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,886,081 2,003,809

その他（純額） 2,289,429 2,390,514

有形固定資産合計 4,175,510 4,394,323

無形固定資産 40,486 47,852

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,122,249 2,181,260

その他 248,045 274,930

貸倒引当金 △17,751 △11,624

投資その他の資産合計 2,352,544 2,444,567

固定資産合計 6,568,540 6,886,743

繰延資産 － 704

資産合計 22,115,409 22,177,963

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,086,698 745,803

短期借入金 700,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 1,569,039 1,330,388

未払法人税等 116,129 174,754

賞与引当金 23,502 25,500

その他 511,142 693,134

流動負債合計 4,006,511 3,669,579

固定負債   

長期借入金 3,253,715 3,583,907

退職給付引当金 159,297 159,204

役員退職慰労引当金 84,648 84,808

その他 205,296 180,936

固定負債合計 3,702,957 4,008,856

負債合計 7,709,469 7,678,435
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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 9,909,570 10,002,216

自己株式 △1,165 △1,165

株主資本合計 14,407,837 14,500,483

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,897 △956

評価・換算差額等合計 △1,897 △956

純資産合計 14,405,939 14,499,527

負債純資産合計 22,115,409 22,177,963
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 11,768,398 8,728,406

売上原価 5,675,784 4,433,784

売上総利益 6,092,613 4,294,621

販売費及び一般管理費 5,114,429 4,120,075

営業利益 978,183 174,546

営業外収益   

受取利息 3,304 3,001

受取配当金 9 137

為替差益 27,194 －

受取賃貸料 33,211 30,345

その他 4,838 12,271

営業外収益合計 68,557 45,755

営業外費用   

支払利息 42,609 44,841

為替差損 － 18,993

賃貸収入原価 28,171 25,179

デリバティブ評価損 201,692 25,040

その他 6,693 5,484

営業外費用合計 279,166 119,539

経常利益 767,575 100,762

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 21,615

関係会社株式売却益 60,434 －

補助金収入 － 6,230

特別利益合計 60,434 27,846

特別損失   

固定資産売却損 639 －

減損損失 13,133 7,409

固定資産除却損 6,352 12,647

賃貸借契約解約損 14,200 －

特別損失合計 34,324 20,057

税金等調整前四半期純利益 793,685 108,550

法人税、住民税及び事業税 385,656 108,055

法人税等調整額 65,872 △35,091

法人税等合計 451,529 72,964

四半期純利益 342,155 35,586
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28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 793,685 108,550

減価償却費 340,724 253,768

減損損失 13,133 7,409

株式交付費償却 2,113 704

貸倒引当金の増減額（△は減少） 63 5,976

賞与引当金の増減額（△は減少） 5,000 △1,997

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,459 93

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,757 △160

受取利息及び受取配当金 △3,313 △3,138

支払利息 42,609 44,841

為替差損益（△は益） △4,845 2,960

デリバティブ評価損益（△は益） 201,692 25,040

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 6,352 12,647

売上債権の増減額（△は増加） 18,219 13,929

たな卸資産の増減額（△は増加） △186,005 237,254

仕入債務の増減額（△は減少） △8,398 348,745

未払消費税等の増減額（△は減少） 56,277 △148,522

未収消費税等の増減額（△は増加） 40,934 △23,530

その他の流動資産の増減額（△は増加） 58,930 31,793

その他の流動負債の増減額（△は減少） △78,740 △34,479

賃貸借契約解約損 14,200 －

その他 △427 1,634

小計 1,265,627 883,523

利息及び配当金の受取額 3,313 3,138

利息の支払額 △42,180 △43,130

保険金の受取額 － 68

法人税等の支払額 △431,868 △154,585

営業活動によるキャッシュ・フロー 794,892 689,013
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28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 △50,843 △52,212

定期預金の払戻による収入 50,782 50,144

有形固定資産の取得による支出 △48,632 △24,464

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 － △900

投資有価証券の取得による支出 △270 △371

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 △42,665 △26,015

敷金及び保証金の回収による収入 105,070 85,025

その他 △4,895 △4,419

投資活動によるキャッシュ・フロー 84,244 26,786

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 2,000,000 500,000

長期借入金の返済による支出 △1,135,666 △591,541

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 836,101 △219,773

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,845 △16

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,720,083 496,009

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 4,323,235 5,905,022
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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。 

  

（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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  該当事項はありません。 

  

６．その他の情報
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