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1.  平成23年６月期第２四半期の業績（平成22年７月１日～平成22年12月31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２四半期 10,482 △0.8 167 △19.0 235 △13.5 △43 ─

22年６月期第２四半期 10,568 0.9 206 18.6 271 7.1 △84 ─

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２四半期 △10 38 ─

22年６月期第２四半期 △20 04 ─

(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２四半期 16,931 12,126 71.6 2,883 83

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２四半期 12,126百万円 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 ─ 20 00

23年６月期(予想) ─ 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、対前期増減率)

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

通期 22,182 1.3 977 0.4 1,099 △1.2 187 △32.5 44 64



  

 
(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ます。なお、平成23年２月

９日付にて、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す。 

  

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２Ｑ 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２Ｑ 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２Ｑ 4,204,828株 22年６月期２Ｑ 4,204,833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」10店舗を開設し、退店では「クラフトハートトーカイ」４店舗、「クラフトワールド」１店

舗及び生活雑貨専門店「サントレーム」１店舗を実施いたしました。この結果、当第２四半期累計期間

末の手芸専門店は367店舗、生活雑貨専門店は23店舗で、総店舗数は390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前事業年度末比15店舗増の

61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20店舗で実施いたしましたほか、店頭

講習会の拡充を積極的に推し進めるなど、既存店の再生化と活性化を図りました。また、生活雑貨専門

店におきましては、ギフト商品の提案を継続的に強化するとともに、新規商品群の導入を推進いたしま

したほか、レシートクーポンやダブルポイントなどの販売促進策の強化にも取り組んでまいりました。

商品面につきましては、羊毛フェルト作品を掲載した書籍を新たに発刊いたしましたほか、素材別の

補修シートや生地用接着剤等の補修用商品群を「エコスタイル」として新規展開するなど、商品提案力

の強化に取り組んでまいりました。商品部門別売上高では、衣料用生地の販売伸長などにより、生地は

前年同四半期を上回りましたほか、猛暑による盛夏商品の販売増に加え、拡充・強化いたしました和雑

貨が好調となりましたことなどにより、生活雑貨も前年同四半期を上回りましたものの、毛糸、手芸用

品及び衣料品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の前年同四半期比2.3％減

収などから100億11百万円（前年同四半期比0.7％減）となりました。通信販売部門では４億44百万円

（前年同四半期比2.7％減）となり、その他の部門は26百万円（前年同四半期比0.5％減）となりまし

た。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高は104億82百万円（前年同四半期比0.8％

減）、営業利益は１億67百万円（前年同四半期比19.0％減）、経常利益は２億35百万円（前年同四半期

比13.5％減）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

特別損失に計上いたしましたことなどにより、四半期純損失は43百万円（前年同四半期84百万円の四半

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１億22百万円増加し、169億31百万

円となりました。流動資産は７百万円増加し、固定資産は１億15百万円増加しております。流動資産の

増加は、主に現金及び預金が３億97百万円減少しましたものの、商品が３億57百万円、その他に含まれ

ております営業未収入金が86百万円とそれぞれ増加しましたことによるものであり、固定資産の増加

は、主に差入保証金が75百万円減少しましたものの、建物１億33百万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２億53百万円増加し、48億５百万円となりました。流動負債は40百万円

減少し、固定負債は２億93百万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２

億99百万円増加しましたものの、未払法人税等が２億17百万円、その他に含まれております未払金が99

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１億30百万円減少し、121億26百万円となりました。主に配当金の支

払及び四半期純損失の計上により、利益剰余金が１億27百万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

度末に比べ３億97百万円減少し、41億37百万円となりました。 

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。 

営業活動の結果使用した資金は、２億28百万円（前年同四半期は86百万円の収入）となりました。主

なプラス要因は、仕入債務の増加額２億99百万円、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、減価償却費１億９百万円であります。主なマイナス要因は、たな卸資産の増加額３億57百万円、

法人税等の支払額３億20百万円、未払金の減少額１億３百万円であります。 

投資活動の結果使用した資金は、48百万円（前年同四半期は51百万円の支出）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４百万円、有形固定資産

の売却による収入１百万円であります。 

財務活動の結果使用した資金は、１億20百万円（前年同四半期は１億23百万円の支出）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36百万円であります。 

  

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第３四半期以降における出店計画等の変更を踏まえ

て、平成22年11月10日第１四半期決算短信において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23年２月９日）別

途開示いたしました「平成23年６月期 第２四半期業績予想との差異及び通期業績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。 

  

(資産除去債務に関する会計処理基準の適用) 

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、当第２四半期累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ７百万円減少し、税引前四

半期純利益が１億67百万円減少しております。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２四半期会計期間末
(平成22年12月31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 4,217,731 4,615,025

受取手形及び売掛金 70,290 71,862

商品 5,881,778 5,523,976

貯蔵品 2,443 2,317

その他 1,081,164 1,032,056

貸倒引当金 △2,434 △2,107

流動資産合計 11,250,974 11,243,131

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 884,573 751,350

土地 1,660,806 1,660,806

リース資産（純額） 305,644 244,347

その他（純額） 80,723 86,349

有形固定資産合計 2,931,748 2,742,854

無形固定資産 100,267 117,864

投資その他の資産

差入保証金 2,293,524 2,369,471

その他 355,315 335,662

貸倒引当金 △17 △42

投資その他の資産合計 2,648,822 2,705,091

固定資産合計 5,680,838 5,565,811

資産合計 16,931,812 16,808,942
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末
(平成22年12月31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 2,429,151 2,129,456

リース債務 80,732 61,244

未払法人税等 128,023 345,300

未払消費税等 42,698 71,196

賞与引当金 32,752 36,450

ポイント引当金 313,545 310,530

資産除去債務 5,353 －

その他 723,545 842,208

流動負債合計 3,755,801 3,796,387

固定負債

リース債務 232,013 189,827

役員退職慰労引当金 138,552 185,499

資産除去債務 296,630 －

その他 382,798 380,911

固定負債合計 1,049,994 756,237

負債合計 4,805,796 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 9,700,301 9,828,043

自己株式 △2,470,574 △2,470,574

株主資本合計 12,131,656 12,259,398

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △5,640 △3,081

評価・換算差額等合計 △5,640 △3,081

純資産合計 12,126,016 12,256,317

負債純資産合計 16,931,812 16,808,942
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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21年７月１日
至 平成21年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22年12月31日)

売上高 10,568,312 10,482,650

売上原価 4,161,742 4,020,653

売上総利益 6,406,570 6,461,997

販売費及び一般管理費 6,199,745 6,294,541

営業利益 206,824 167,456

営業外収益

受取利息 1,615 1,416

受取配当金 489 576

協賛金収入 22,871 23,226

受取手数料 8,405 11,437

仕入割引 23,296 22,416

その他 10,996 12,739

営業外収益合計 67,674 71,812

営業外費用

支払利息 1,284 2,698

減価償却費 941 884

その他 580 594

営業外費用合計 2,805 4,177

経常利益 271,693 235,090

特別利益

前期損益修正益 3,000 －

固定資産売却益 － 566

受取補償金 6,470 －

債務免除益 2,690 －

違約金収入 3,000 3,300

その他 2 －

特別利益合計 15,164 3,866

特別損失

過年度損益修正損 5,440 －

固定資産除却損 10,612 6,841

減損損失 162,598 7,195

店舗閉鎖損失 13,581 13,937

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 158,759

その他 19,362 －

特別損失合計 211,595 186,734

税引前四半期純利益 75,261 52,222

法人税、住民税及び事業税 138,405 105,955

法人税等調整額 21,134 △10,087

法人税等合計 159,539 95,868

四半期純損失（△） △84,277 △43,645
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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21年７月１日
至 平成21年12月31日)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成22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 75,261 52,222

減価償却費 92,436 109,888

減損損失 162,598 7,195

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,017 △3,698

ポイント引当金の増減額（△は減少） 12,581 3,015

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,848 △46,947

貸倒引当金の増減額（△は減少） 56 302

受取利息及び受取配当金 △2,105 △1,993

支払利息 1,284 2,698

固定資産売却損益（△は益） － △566

固定資産除却損 10,612 6,841

投資有価証券評価損益（△は益） 18,707 －

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） 15,785 1,571

たな卸資産の増減額（△は増加） △380,274 △357,928

営業未収入金の増減額(△は増加) △69,898 △86,124

差入保証金の増減額（△は増加） 65,810 76,877

未払消費税等の増減額（△は減少） △31,004 △28,498

仕入債務の増減額（△は減少） 359,511 299,694

未払金の増減額（△は減少） △45,456 △103,382

その他 55,543 4,350

小計 347,281 94,279

利息及び配当金の受取額 810 738

利息の支払額 △1,284 △2,698

法人税等の支払額 △260,438 △320,521

営業活動によるキャッシュ・フロー 86,370 △228,201

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 △45,337 △45,223

有形固定資産の売却による収入 － 1,400

無形固定資産の取得による支出 △5,744 △4,846

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 △51,007 △48,669

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 △18,008 △36,326

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 △123,136 △120,422

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △87,773 △397,294

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 3,861,627 4,137,731
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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) 

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)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年７月１日 
  至 平成22年12月31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 850,638 8.0 833,723 8.0 1,500,665 6.8

手芸用品 3,273,353 31.0 3,171,989 30.3 6,549,380 29.9

生地 2,259,144 21.4 2,266,819 21.6 4,959,284 22.6

和洋裁服飾品 2,672,425 25.3 2,669,397 25.5 5,735,957 26.2

衣料品 389,842 3.7 361,785 3.4 739,418 3.4

生活雑貨 837,405 7.9 880,897 8.4 1,836,499 8.4

その他 285,502 2.7 298,037 2.8 582,794 2.7

合計 10,568,312 100.0 10,482,650 100.0 21,904,001 100.0

② 事業部門別売上高 （単位：千円、％）

区分

前第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)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年７月１日 
  至 平成22年12月31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 10,084,656 95.4 10,011,535 95.5 20,963,209 95.7

通信販売部門 456,551 4.3 444,152 4.2 886,508 4.0

その他の部門 27,104 0.3 26,963 0.3 54,283 0.3

合計 10,568,312 100.0 10,482,650 100.0 21,904,001 100.0

(2) 店舗の状況

（単位：店）

区分

前第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)

当第２四半期累計期間
(自 平成22年７月１日 
  至 平成22年12月31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 4 6 304 10 4 316 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 1 1 44 ― ― 43 1 2 43

クラフトループ ― 1 5 ― ― 5 ─ 1 5

サントレーム ― 1 25 ― 1 23 ─ 2 24

合計 5 10 383 10 6 390 15 17 386
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