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1. 平成23年６月期第１四半期の業績（平成22年７月１日～平成22年９月30日）

 (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 ％

23年６月期第１四半期 4,932 △1.3 △79 ─ △49 ─ △158 ─

22年６月期第１四半期 4,996 5.2 △13 ─ 14 ─ △36 ─

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６月期第１四半期 △37 66 ─

22年６月期第１四半期 △8 69 ─

 (2) 財政状態

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６月期第１四半期 16,777 12,009 71.6 2,856 21

22年６月期 16,808 12,256 72.9 2,914 82

(参考) 自己資本 23年６月期第１四半期 12,009百万円 22年６月期 12,256百万円

2. 配当の状況

年間配当金

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６月期 ─ 20 00 ─ 20 00 40 00

23年６月期 ─

23年６月期(予想) 20 00 ─ 20 00 40 00

3. 平成23年６月期の業績予想（平成22年７月１日～平成23年６月30日）

(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率)

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(累計) 11,150 5.5 341 65.5 396 46.1 △94 ─ △22 49

通期 23,092 5.4 1,243 27.7 1,353 21.7 343 23.8 81 57



  

 
(注) 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の有無となります。 

  

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

   この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

   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

の前提となる条件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、四半期決算短信（添付資料）３ペー

ジ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4. その他（詳細は、【添付資料】３ページ「その他の情報」をご覧ください。）

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 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６月期１Ｑ 5,505,000株 22年６月期 5,505,000株

② 期末自己株式数 23年６月期１Ｑ 1,300,172株 22年６月期 1,300,172株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年６月期１Ｑ 4,204,828株 22年６月期１Ｑ 4,204,834株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期会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」５店舗を開設し、退店では「クラフトハートトーカイ」２店舗、「クラフトワールド」１店

舗並びに生活雑貨専門店「サントレーム」１店舗を実施いたしました。この結果、当第１四半期会計期

間末の手芸専門店は364店舗、生活雑貨専門店は23店舗で、総店舗数は387店舗となりました。 

営業面につきましては、手芸専門店における店舗内ソーイングスクールを８店舗増の54店舗へ拡大す

るとともに、ビーズコーナー拡充のための改装を16店舗で実施するほか、店頭講習会の拡充を推し進め

るなど、既存店の再生と活性化及び売上高の向上に取り組みました。また、生活雑貨専門店ではギフト

商品の提案を強化いたしましたほか、フラワー関連等新規商品群の導入を図るなど、商品力の拡充・強

化を推し進めてまいりました。 

商品面につきましては、猛暑による盛夏商品の伸長に加え、拡充・強化した和雑貨が好調となったこ

となどにより、商品部門別売上高では生活雑貨が前年同四半期を上回り、毛糸も微増となりましたもの

の、手芸用品、生地、和洋裁服飾品及び衣料品につきましては前年同四半期を下回りました。 

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売上高が2.1％の減収となったこ

となどにより、47億34百万円（前年同四半期比1.1％減）となりました。通信販売部門では１億84百万

円（前年同四半期比5.3％減）となり、その他の部門は13百万円（前年同四半期比0.4％減）となりまし

た。 

これらの結果、当第１四半期会計期間の売上高は、49億32百万円（前年同四半期比1.3％減）となり

ました。利益面では売上総利益30億21百万円（前年同四半期比0.5％増）、営業損失79百万円（前年同

四半期13百万円の営業損失）、経常損失49百万円（前年同四半期14百万円の経常利益）となりました。

また、資産除去債務に関する会計基準の適用に伴う影響額１億58百万円を特別損失に計上したことなど

により、四半期純損失１億58百万円（前年同四半期36百万円の四半期純損失）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ31百万円減少し、167億77百万円と

なりました。流動資産は１億52百万円減少し、固定資産は１億20百万円増加しております。流動資産の

減少は、主に商品が３億84百万円、その他に含まれております繰延税金資産が52百万円増加しましたも

のの、現金及び預金６億11百万円の減少によるものであり、固定資産の増加は、主に建物１億34百万円

の増加によるものであります。 

負債は、前事業年度末に比べ２億14百万円増加し、47億67百万円となりました。流動負債は49百万円

減少し、固定負債は２億64百万円増加しております。流動負債の減少は、主に支払手形及び買掛金が３

億２百万円、賞与引当金が74百万円増加しましたものの、未払法人税等３億５百万円、その他に含まれ

ております未払金が86百万円とそれぞれ減少しましたことによるものであり、固定負債の増加は、主に

資産除去債務２億96百万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２億46百万円減少し、120億９百万円となりました。主に配当金の支

払及び当第１四半期純損失の計上により、利益剰余金が２億42百万円減少しましたことによるものであ

ります。 

1.  当四半期の業績等に関する定性的情報

(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１四半期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、前事業年

度末に比べ６億11百万円減少し、39億24百万円となりました。 

営業活動の結果使用した資金は、４億87百万円（前年同四半期は２億51百万円の支出）となりまし

た。主なプラス要因は、仕入債務の増加額３億２百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額１

億58百万円、賞与引当金の増加額74百万円、差入保証金の減少額53百万円、減価償却費53百万円であり

ます。主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額３億83百万円、法人税等の支払額３億20百万円であり

ます。 

投資活動の結果使用した資金は、23百万円（前年同四半期は14百万円の支出）となりました。これ

は、有形固定資産の取得による支出20百万円、無形固定資産の取得による支出３百万円であります。 

財務活動の結果使用した資金は、１億円（前年同四半期は１億13百万円の支出）となりました。これ

は、配当金の支払額84百万円、リース債務の返済による支出16百万円であります。 

  

当第１四半期会計期間における業績は、売上高の季節指数が低いことに加え、猛暑による手づくり意

欲の減退から客数減少の影響を受けたことなどにより、当初計画を下回る結果となりました。 

今後の見通しにつきましても上記による影響がありますものの、ソーイングスクール開講店舗の一層

の拡大、生活雑貨の一層の商品力強化に加え、経費削減等の対策を図るほか、売上高及び利益の季節指

数については、第２四半期及び第３四半期会計期間のウェイトが高いことなどにより、平成22年８月５

日に発表いたしました第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきましては変更しておりません。 

今後、その進捗状況や経営環境のさらなる変化により、業績見込につきまして見直しが必要と判断し

た場合には、適時かつ適切に開示いたします。 

  

該当事項はありません。 

  

(資産除去債務に関する会計処理基準の適用) 

当第１四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準18号  平成20年３

月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号  平成20

年３月31日）を適用しております。 

これにより、営業損失及び経常損失はそれぞれ３百万円増加し、税引前四半期純損失が１億62百万

円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は２億90百万円で

あります。 

  

該当事項はありません。 

  

  

(3) 業績予想に関する定性的情報

2.  その他の情報

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期財務諸表

(1) 四半期貸借対照表

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,004,021 4,615,025

受取手形及び売掛金 78,119 71,862

商品 5,908,375 5,523,976

貯蔵品 1,877 2,317

その他 1,100,861 1,032,056

貸倒引当金 △2,227 △2,107

流動資産合計 11,091,027 11,243,131

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 885,607 751,350

土地 1,660,806 1,660,806

リース資産（純額） 275,099 244,347

その他（純額） 83,772 86,349

有形固定資産合計 2,905,285 2,742,854

無形固定資産 108,260 117,864

投資その他の資産

差入保証金 2,316,487 2,369,471

その他 356,133 335,662

貸倒引当金 △27 △42

投資その他の資産合計 2,672,594 2,705,091

固定資産合計 5,686,140 5,565,811

資産合計 16,777,168 16,808,942
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末
(平成22年９月30日)

前事業年度末に係る
要約貸借対照表

(平成22年６月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,432,264 2,129,456

リース債務 70,838 61,244

未払法人税等 39,836 345,300

未払消費税等 32,717 71,196

賞与引当金 110,601 36,450

ポイント引当金 314,068 310,530

その他 746,676 842,208

流動負債合計 3,747,004 3,796,387

固定負債

リース債務 211,293 189,827

役員退職慰労引当金 129,183 185,499

資産除去債務 296,229 －

その他 383,580 380,911

固定負債合計 1,020,286 756,237

負債合計 4,767,290 4,552,625

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 9,585,574 9,828,043

自己株式 △2,470,574 △2,470,574

株主資本合計 12,016,929 12,259,398

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △7,051 △3,081

評価・換算差額等合計 △7,051 △3,081

純資産合計 12,009,878 12,256,317

負債純資産合計 16,777,168 16,808,942
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(2) 四半期損益計算書

【第１四半期累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

売上高 4,996,663 4,932,011

売上原価 1,990,473 1,910,739

売上総利益 3,006,190 3,021,271

販売費及び一般管理費 3,019,578 3,100,449

営業損失（△） △13,387 △79,178

営業外収益

受取利息 716 647

受取配当金 31 22

協賛金収入 12,036 11,488

受取手数料 1,690 3,324

仕入割引 10,565 9,794

その他 4,420 6,248

営業外収益合計 29,461 31,525

営業外費用

支払利息 585 1,238

減価償却費 470 442

その他 239 326

営業外費用合計 1,295 2,006

経常利益又は経常損失（△） 14,777 △49,660

特別利益

受取補償金 6,470 －

債務免除益 2,690 －

違約金収入 3,000 －

特別利益合計 12,161 －

特別損失

過年度損益修正損 3,919 －

固定資産除却損 4,670 473

店舗閉鎖損失 4,479 1,998

投資有価証券評価損 15,580 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 158,759

その他 9 －

特別損失合計 28,659 161,231

税引前四半期純損失（△） △1,720 △210,891

法人税、住民税及び事業税 42,783 29,509

法人税等調整額 △7,981 △82,028

法人税等合計 34,802 △52,519

四半期純損失（△） △36,522 △158,372
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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１四半期累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成21年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年９月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純損失（△） △1,720 △210,891

減価償却費 45,192 53,063

賞与引当金の増減額（△は減少） 65,908 74,151

ポイント引当金の増減額（△は減少） 9,643 3,538

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,924 △56,316

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,097 105

受取利息及び受取配当金 △747 △669

支払利息 585 1,238

固定資産除却損 4,670 473

投資有価証券評価損益（△は益） 15,580 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 158,759

売上債権の増減額（△は増加） △3,542 △6,257

たな卸資産の増減額（△は増加） △348,044 △383,958

営業未収入金の増減額(△は増加) △21,202 △28,100

差入保証金の増減額（△は増加） 32,392 53,160

未払消費税等の増減額（△は減少） △38,962 △38,479

仕入債務の増減額（△は減少） 371,784 302,808

未払金の増減額（△は減少） △143,391 △83,568

その他 15,280 △4,053

小計 9,447 △164,997

利息及び配当金の受取額 351 182

利息の支払額 △585 △1,238

法人税等の支払額 △260,438 △320,972

営業活動によるキャッシュ・フロー △251,223 △487,025

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 △14,379 △20,212

無形固定資産の取得による支出 △214 △3,150

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,594 △23,362

財務活動によるキャッシュ・フロー

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 △8,035 △16,519

配当金の支払額 △105,120 △84,096

財務活動によるキャッシュ・フロー △113,162 △100,615

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △378,980 △611,004

現金及び現金同等物の期首残高 3,949,400 4,535,025

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,570,419 3,924,021
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該当事項はありません。 

  

当社は、手芸用品及び生活雑貨等の店舗販売を主要業務とし、ほかに手芸用品及び生活雑貨等の通信

販売並びに不動産賃貸を営んでおりますが、店舗販売事業の割合が高く、開示情報としての重要性が乏

しいと考えられることから、セグメント情報の記載を省略しております。 

  

(追加情報) 

当第１四半期会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17

号  平成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計

基準適用指針第20号  平成20年３月21日）を適用しております。 

  

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

【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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（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。 

  

 

 
（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。 

  

 

 
（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。 

4. 補足情報

(1) 販売の状況

① 商品部門別売上高 （単位：千円、％）

区分

前第１四半期累計期間
(自 平成21年７月１日 
  至 平成21年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年７月１日 
  至 平成22年９月30日)

(参考)前事業年度
(平成22年６月期)

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比

毛糸 206,001 4.1 208,902 4.2 1,500,665 6.8

手芸用品 1,636,084 32.8 1,569,705 31.8 6,549,380 29.9

生地 1,135,449 22.7 1,121,221 22.7 4,959,284 22.6

和洋裁服飾品 1,340,631 26.8 1,315,287 26.7 5,735,957 26.2

衣料品 157,452 3.2 152,373 3.1 739,418 3.4

生活雑貨 390,130 7.8 421,429 8.6 1,836,499 8.4

その他 130,914 2.6 143,090 2.9 582,794 2.7

合計 4,996,663 100.0 4,932,011 100.0 21,904,001 100.0

② 事業部門別売上高 （単位：千円、％）

区分

前第１四半期累計期間
(自 平成21年７月１日 
  至 平成21年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年７月１日 
  至 平成22年９月30日)

(参考)前事業年度
(平成22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 4,788,168 95.8 4,734,294 96.0 20,963,209 95.7

通信販売部門 194,943 3.9 184,225 3.7 886,508 4.0

その他の部門 13,552 0.3 13,491 0.3 13,552 0.3

合計 4,996,663 100.0 4,932,011 100.0 21,904,001 100.0

(2) 店舗の状況

（単位：店）

区分

前第１四半期累計期間
(自 平成21年７月１日 
  至 平成21年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成22年７月１日 
  至 平成22年９月30日)

(参考)前事業年度
(平成22年６月期)

出店 退店 四半期末 出店 退店 四半期末 出店 退店 期末

クラフトハートトーカイ 2 3 305 5 2 313 14 10 310

ビーズハウスマミー ― 1 ─ ─ ─ ─ ─ 1 ─

クラフトワールド ― ― 5 ─ 1 3 ─ 1 4

クラフトパーク ― ― 44 ─ ─ 43 1 2 43

クラフトループ ― ― 6 ─ ─ 5 ─ 1 5

サントレーム ─ ― 26 ─ 1 23 ─ 2 24

合計 2 4 386 5 4 387 15 17 386
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