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1.  平成23年1月期第1四半期の連結業績（平成22年2月1日～平成22年4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 ％

23年1月期第1四半期 7,968 △7.2 476 △23.1 473 △27.4 274 159.2
22年1月期第1四半期 8,588 ― 620 ― 652 ― 105 ―

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

23年1月期第1四半期 1,765.21 ―

22年1月期第1四半期 666.97 665.25

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

23年1月期第1四半期 15,668 8,273 52.5 52,848.49
22年1月期 15,924 8,178 50.9 52,096.46

（参考） 自己資本   23年1月期第1四半期  8,218百万円 22年1月期  8,101百万円

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

22年1月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00
23年1月期 ―

23年1月期 
（予想）

1,000.00 ― 1,000.00 2,000.00

3.  平成23年1月期の連結業績予想（平成22年2月1日～平成23年1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

16,530 △2.4 720 △34.5 690 △38.2 270 △12.6 1,736.30

通期 35,590 4.1 2,360 5.9 2,320 4.5 1,140 26.1 7,331.05
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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  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 
 

(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 

本資料に掲載されている業績予想に関する記述は、本資料の発表日現在で入手可能な情報から得られた判断に基づいておりますが、リスクや不確実 
性を含んでおります。実際の業績は、上記予想とは大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項は４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」を参照ください。 

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） 23年1月期第1四半期 164,003株 22年1月期  164,003株

② 期末自己株式数 23年1月期第1四半期  8,500株 22年1月期  8,500株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年1月期第1四半期 155,503株 22年1月期第1四半期 158,785株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益が改善し設備投資が下げ止まるなど持ち直してきてお

りますが、失業率が高水準にあるなど依然として厳しい状況が続いております。当社グループの属する小売業界にお

きましては、生活防衛意識から低価格志向が強く、価値観の多様化から消費者の選別が一層強まりをみせるなど厳し

い経営環境が続いております。 

こうした状況のもと、当社グループにおきましては、「Francfranc」のリ・ブランディングを柱として、既存ブラ

ンドの収益拡大のため新規出店や業態転換など成長に向けた取り組みを行ってまいりました。基幹ブランドである

「Francfranc」については、「若々しく楽しい生活を志向する全ての人に向けたブランド」へと進化するため、商品

開発、出店・広告戦略の見直しを進めております。 

商品については、「ファッション」をキーワードにトレンドを意識した商品開発を進めるとともに、商品調達手法

を見直すことにより仕入原価の低減に努めてまいりました。出店については、路面大型店の出店やリプレイスを行い

１店舗当たりの収益拡大を図るという方針のもと店舗開発に取り組んでまいりました。 

 また、海外については、中国本土への進出により海外展開を本格化していく方針であり、３月から上海梅龍鎮伊勢

丹において「Francfranc」の商品販売を開始し、直営店出店に向けて準備を進めております。  

 新規の出店は、国内に４店舗出店し、当第１四半期連結会計期間末現在の店舗数は142店舗（うち海外４店舗）と

なりました。「Francfranc」は、３月に「GINZA Francfranc」（東京都中央区）を、「About a girl」については、

２月に「ラフォーレ原宿店」（東京都渋谷区）、３月に「福岡パルコ店」（福岡市中央区）、「梅田店」（大阪市北

区）を出店いたしました。また、４月に「J-PERIOD」の「自由が丘店」を「BALS TOKYO」に業態転換いたしました。

 退店については、２月に「Francfranc」の「台場デックス東京ビーチ店」、「Francfranc BAZAR」の「天王洲アイ

ル店」、３月に「Francfranc」の「プラーカ新潟店」の３店舗となりました。 

 これらの結果、当第１四半期連結会計期間末現在の各ブランド別の店舗数は「Francfranc」96店舗（うち海外３店

舗）、「Francfranc BAZAR」19店舗、「BALS TOKYO」５店舗（うち海外１店舗）、「About a girl」18店舗、「J-

PERIOD」３店舗、株式会社リアルフリートが運営するデザイン家電の直営小売店「amadana store」１店舗となって

おります。 

 以上により、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高79億68百万円（前年同期比92.8%）、営業利益４億76百

万円（同76.9%）、経常利益４億73百万円（同72.6%）、四半期純利益は２億74百万円（同259.2%）となりました。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

① 資産の部 

 当第１四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末と比較して２億56百万円減の156億68百万円とな

りました。 

 流動資産は、前連結会計年度末と比較して４億77百万円減の96億64百万円となりました。これは、商品及び製品が

３億43百万円増加した一方で、現金及び預金が２億87百万円、受取手形及び売掛金が５億47百万円減少したことが主

な要因であります。 

 固定資産は、前連結会計年度末と比較して２億21百万円増の60億４百万円となりました。これは有形固定資産のそ

の他が１億85百万円増加したことが主な要因であります。 

② 負債の部 

 当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比較して３億51百万円減の73億94百万円となり

ました。 

 流動負債は、前連結会計年度末と比較して２億54百万円減の60億円となりました。これは、賞与引当金が１億円増

加した一方で、流動負債のその他が３億25百万円減少したことが主な要因であります。 

 固定負債は、前連結会計年度末と比較して97百万円減の13億94百万円となりました。これは、社債が76百万円減少

したことが主な要因であります。 

③ 純資産の部 

 当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比較して94百万円増の82億73百万円となりま

した。これは、利益剰余金が１億16百万円増加したことが主な要因であります。 

  

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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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の残高は、前連結会計年度末と比較して２億81百万円減

の13億12百万円となりました。 

 また、当第１四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況に関しては以下のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、３億85百万円（前年同期比２億27百万円減）となりました。これは主に、税金等

調整前四半期純利益が４億76百万円、売上債権の減少額５億48百万円があった一方、たな卸資産の増加額３億45百万

円、法人税等の支払額が２億21百万円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） 

 投資活動の結果使用した資金は、３億69百万円（前年同期は１億91百万円の獲得）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が２億67百万円、敷金及び保証金の差入による支出が１億34百万円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、２億99百万円（前年同期比30百万円増）となりました。これは主に、長期借入金

の返済による支出78百万円及び配当金の支払額１億35百万円があったことによるものであります。 

  

 平成22年３月５日発表の業績予想から修正はありません。 

  

 該当事項はありません。   

① 当第１四半期連結会計期間末の一般債権の貸倒見積高算定に関しては、貸倒実績率に著しい変化がないと認

 められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。  

② 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

 残高を基礎として、合理的な方法により算定する方法によっております。 

③ 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

 よっております。  

 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

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22年４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22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,262,346 2,550,288

受取手形及び売掛金 1,797,578 2,345,343

商品及び製品 4,930,365 4,587,182

原材料及び貯蔵品 3,696 －

その他 671,016 660,584

貸倒引当金 △699 △1,229

流動資産合計 9,664,303 10,142,169

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,149,163 2,136,555

その他（純額） 240,614 54,926

有形固定資産合計 2,389,777 2,191,482

無形固定資産 83,195 88,646

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,736,370 2,603,754

その他 794,680 898,876

投資その他の資産合計 3,531,051 3,502,631

固定資産合計 6,004,024 5,782,759

資産合計 15,668,328 15,924,929
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年４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22年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,438,729 3,363,329

短期借入金 130,000 137,500

未払法人税等 191,332 267,962

賞与引当金 165,183 64,448

ポイント引当金 20,877 20,500

株主優待引当金 － 21,594

その他 2,054,374 2,379,429

流動負債合計 6,000,496 6,254,764

固定負債   

社債 675,125 751,375

長期借入金 317,340 362,760

退職給付引当金 149,263 137,611

役員退職慰労引当金 178,328 174,346

その他 74,160 65,297

固定負債合計 1,394,217 1,491,389

負債合計 7,394,714 7,746,153

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,680,879 1,680,879

資本剰余金 1,816,870 1,816,870

利益剰余金 5,528,260 5,411,267

自己株式 △754,884 △754,884

株主資本合計 8,271,125 8,154,132

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,863 △3,996

為替換算調整勘定 △49,164 △48,980

評価・換算差額等合計 △53,027 △52,976

少数株主持分 55,515 77,619

純資産合計 8,273,614 8,178,775

負債純資産合計 15,668,328 15,924,929
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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21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４月30日) 

売上高 8,588,258 7,968,960

売上原価 3,331,166 3,098,872

売上総利益 5,257,092 4,870,087

販売費及び一般管理費 4,636,741 4,393,221

営業利益 620,350 476,866

営業外収益   

受取利息 992 566

受取配当金 － 2,000

受取家賃 13,967 12,103

為替差益 32,637 7,067

その他 12,174 8,159

営業外収益合計 59,771 29,896

営業外費用   

支払利息 13,241 7,832

賃貸費用 13,445 17,968

投資事業組合運用損 － 6,883

その他 1,035 642

営業外費用合計 27,723 33,326

経常利益 652,399 473,436

特別利益   

貸倒引当金戻入額 10,040 529

株主優待引当金戻入額 － 4,865

権利金収入 30,000 －

分配金収入 9,764 －

特別利益合計 49,805 5,395

特別損失   

固定資産売却損 － 1,029

減損損失 223,507 －

店舗閉鎖損失 3,000 1,729

商品評価損 223,112 －

役員退職慰労金 11,823 －

特別損失合計 461,443 2,759

税金等調整前四半期純利益 240,760 476,072

法人税、住民税及び事業税 280,995 172,774

法人税等調整額 △190,458 50,905

法人税等合計 90,537 223,680

少数株主利益又は少数株主損失（△） 44,319 △22,103

四半期純利益 105,904 274,495
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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21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４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 240,760 476,072

減価償却費 175,562 128,754

減損損失 223,507 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 103,056 100,689

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,000 377

株主優待引当金の増減額（△は減少） － △21,594

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,376 11,652

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △35,427 3,982

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,896 △529

受取利息及び受取配当金 △992 △2,566

支払利息 13,241 7,832

売上債権の増減額（△は増加） 562,445 548,141

たな卸資産の増減額（△は増加） 102,763 △345,281

仕入債務の増減額（△は減少） 93,804 70,571

その他 △266,815 △367,452

小計 1,212,385 610,650

利息及び配当金の受取額 1,225 2,299

利息の支払額 △15,409 △5,557

法人税等の支払額 △585,095 △221,669

営業活動によるキャッシュ・フロー 613,106 385,723

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 △646,261 －

定期預金の払戻による収入 931,045 6,048

有形固定資産の取得による支出 △12,777 △267,991

無形固定資産の取得による支出 △1,675 －

敷金及び保証金の差入による支出 △59,584 △134,193

敷金及び保証金の返還請求権買戻しによる支出 △54,997 －

敷金及び保証金の回収による収入 37,340 18,238

その他 △1,996 8,143

投資活動によるキャッシュ・フロー 191,093 △369,754

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） 798,871 △7,500

長期借入金の返済による支出 △133,100 △78,020

社債の償還による支出 △74,750 △74,750

株式の発行による収入 3,858 －

自己株式の取得による支出 △745,682 －

割賦債務の返済による支出 △2,842 △1,636

配当金の支払額 △115,634 △135,650

その他 － △1,904

財務活動によるキャッシュ・フロー △269,279 △299,462

現金及び現金同等物に係る換算差額 4,015 1,698

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 538,935 △281,794

現金及び現金同等物の期首残高 851,758 1,594,141

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,390,693 1,312,346
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 該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年４月30日） 

 （注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

２ 各区分の主な商品 

（1）インテリア・雑貨小売販売事業……家具・生活雑貨及びデザイン家電 

（2）家電企画卸売販売事業………………デザイン家電 

（3）その他事業……………………………戸建住宅の設計及び施工 

３ 会計処理の方法の変更 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」に記載のとおり、当第１四半期連結会計

期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）を適用して

おります。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べて、営業利益がインテリア・雑貨小売販売事業にお

いて77,597千円減少しております。 

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
インテリア・雑
貨小売販売事業 

（千円） 

家電企画卸売販
売事業 

（千円） 

その他事業
（千円） 計（千円）

消去又は全社 
（千円） 連結（千円）

売上高                                

(1）外部顧客に対する売上高  8,142,719 445,539 ― 8,588,258  ― 8,588,258

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 ― 15,068 ― 15,068 (15,068) ―

計  8,142,719 460,607 ― 8,603,327 (15,068) 8,588,258

営業利益又は営業損失（△）  481,399 151,672 △2,573 630,497 (10,147) 620,350
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当第１四半期連結累計期間（自平成22年２月１日 至平成22年４月30日） 

 事業の種類として「インテリア・雑貨小売販売事業」及び「家電企画卸売販売事業」を行っておりますが、

「インテリア・雑貨小売販売事業」の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益

の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しており

ます。 

（追加情報） 

 従来、事業の種類別セグメント情報は「インテリア・雑貨小売販売事業」及び「家電企画卸売販売事業」、

「その他事業」に区分しておりましたが、四半期連結財務諸表規則様式第一号（記載上の注意９）に基づき、事

業の種類別セグメント情報の記載を省略しました。 

 なお、従来の区分により記載した場合は下記のとおりです。 

 （注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。  

２ 各区分の主な商品 

（1）インテリア・雑貨小売販売事業……家具・生活雑貨及びデザイン家電 

（2）家電企画卸売販売事業………………デザイン家電 

３ 事業区分の変更 

 事業区分の方法については、従来「インテリア・雑貨小売販売事業」「家電企画卸売販売事業」「その他事

業」の３区分により分類しておりましたが、「その他事業」については、前第３四半期連結会計期間において、

連結子会社であった（株）東京住宅は当社が保有する株式のすべてを売却し、連結の範囲から除外したことに伴

い事業区分を廃止しております。   

   

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年４月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成22年２月１日 至平成22年４月30日） 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。   

 前第１四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年４月30日）及び当第１四半期連結累計期間（自平

成22年２月１日 至平成22年４月30日） 

 海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 該当事項はありません。 

   

  
インテリア・雑
貨小売販売事業 

（千円） 

家電企画卸売販
売事業 

（千円） 
計（千円）

消去又は全社
（千円） 連結（千円） 

売上高                           

(1）外部顧客に対する売上高  7,893,922 75,037 7,968,960 ―  7,968,960

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高 
 ― 8,723 8,723 (8,723)  ―

計  7,893,922 83,761 7,977,683 (8,723)  7,968,960

営業利益又は営業損失（△）  519,481 △44,257 475,224 1,641  476,866

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（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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「参考」

四半期個別財務諸表

（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

  
  

当第１四半期会計期間末 
前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成22年４月30日） (平成21年１月31日) 

資産の部     

流動資産     

現金及び預金  1,895,945  2,201,922

受取手形及び売掛金  1,839,808  2,356,134

商品及び製品  4,496,473  4,100,019

原材料及び貯蔵品   3,696  －

その他  597,177  555,352

流動資産合計  8,833,101  9,213,429

固定資産     

有形固定資産     

建物及び構築物（純額）  2,086,621  2,068,445

その他（純額）  233,633  52,025

有形固定資産合計  2,320,254  2,120,471

無形固定資産  67,566  71,726

投資その他の資産     

敷金及び保証金  2,648,269  2,516,666

その他  1,314,721  1,306,242

投資その他の資産合計  3,962,990  3,822,909

固定資産合計  6,350,812  6,015,107

資産合計  15,183,914  15,228,536
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（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。 

  

（単位：千円）

  
  

当第１四半期会計期間末 
前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

（平成22年４月30日） (平成21年１月31日) 

負債の部     

流動負債     

支払手形及び買掛金  3,426,777  3,295,722

未払法人税等  191,137  258,373

賞与引当金  160,430  64,448

ポイント引当金  20,877  20,500

株主優待引当金  －  21,594

その他  1,882,354  2,141,836

流動負債合計  5,681,575  5,802,473

固定負債     

社債  620,000  670,000

長期借入金  272,500  310,000

退職給付引当金  149,263  137,611

役員退職慰労引当金  178,328  174,346

その他  72,035  62,464

固定負債合計  1,292,128  1,354,422

負債合計  6,973,704  7,156,895

純資産の部     

株主資本     

資本金  1,680,879  1,680,879

資本剰余金  1,816,870  1,816,870

利益剰余金  5,471,208  5,332,771

自己株式  △754,884  △754,884

株主資本合計  8,214,073  8,075,636

評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金  △3,863  △3,996

評価・換算差額等合計  △3,863  △3,996

純資産合計  8,210,209  8,071,640

負債純資産合計  15,183,914  15,228,536
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（第１四半期累計期間）  

  

（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。 

（２）四半期損益計算書

（単位：千円）

  
前第１四半期累計期間 当第１四半期累計期間 
(自 平成21年２月１日 (自 平成22年２月１日 
 至 平成21年４月30日)  至 平成22年４月30日) 

売上高  7,920,311  7,666,565

売上原価  3,119,846  2,981,740

売上総利益  4,800,464  4,684,824

販売費及び一般管理費  4,324,980  4,187,644

営業利益  475,484  497,180

営業外収益     

受取利息  2,152  459

受取配当金  －  2,000

受取家賃  16,894  12,103

為替差益   32,416  6,904

その他  10,526  8,779

営業外収益合計  61,989  30,248

営業外費用     

支払利息  9,690  6,057

賃貸費用  17,216  17,968

投資事業組合運用損   －  6,883

その他  943  539

営業外費用合計  27,849  31,449

経常利益  509,623  495,979

特別利益     

貸倒引当金戻入額  12,143  －

投資損失引当金戻入額   －  22,536

株主優待引当金戻入額  －  4,865

権利金収入  30,000  －

分配金収入  9,764  －

特別利益合計  51,908  27,402

特別損失     

減損損失  223,507  －

固定資産売却損  －  1,029

店舗閉鎖損失  3,000  1,729

関係会社株式評価損  50,000  －

貸倒引当金繰入額   11,000  －

投資損失引当金繰入額  6,463  －

商品評価損  167,405  －

役員退職慰労金  11,823  －

特別損失合計  473,199  2,759

税金等調整前四半期純利益  88,331  520,622

法人税、住民税及び事業税  252,226  172,689

法人税等調整額  △198,859  51,993

法人税等合計  53,366  224,683

四半期純利益  34,965  295,939

㈱バルス(2738)平成23年１月期第１四半期決算短信 

- 13 -




