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1.  平成23年8月期第2四半期の業績（平成22年9月1日～平成23年2月28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 ％

23年8月期第2四半期 24,203 8.3 1,278 63.3 1,276 53.9 384 91.0
22年8月期第2四半期 22,349 2.7 782 47.4 829 59.4 201 △64.4

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8月期第2四半期 32.10 ―

22年8月期第2四半期 16.81 ―

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8月期第2四半期 28,908 10,474 36.2 873.94
22年8月期 26,485 10,161 38.4 847.83

（参考） 自己資本   23年8月期第2四半期  10,474百万円 22年8月期  10,161百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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8月期 ― 6.00 ― 6.00 12.00
23年8月期 ― 6.00

23年8月期 
（予想）

― 6.00 12.00

3.  平成23年8月期の業績予想（平成22年9月1日～平成23年8月31日） 
（％表示は、対前期増減率） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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

通期 48,700 6.6 2,090 17.6 2,080 11.5 856 55.6 71.42



(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】 P．２ 「その他の情報」 をご覧ください。）

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8月期2Q 12,320,787株 22年8月期  12,320,787株

② 期末自己株式数 23年8月期2Q  335,860株 22年8月期  335,790株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年8月期2Q 11,984,950株 22年8月期2Q  11,985,114株

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
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、四半期財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
上記の予想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算出したものであります。実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる
結果となる可能性があります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間（平成22年12月１日～平成23年２月28日）における我が国の景気は、海外経済の改善や

各種の政策効果などを背景に、一部に持ち直しの動きがみられたものの、円高による輸出環境の悪化、デフレ基

調の経済環境が続いていることなどから、企業の景況判断は慎重な状況が継続しております。雇用情勢について

は、製造業を中心とした求人数に増加の動きがみられるものの、完全失業率は依然高水準で推移しており、厳し

い状況が継続しております。このような状況下、引き続き生活防衛意識の高まりから個人消費は厳しい選別基準

による消費活動になるものと注視しております。 

同会計期間における当社の売上げは、スキー・スノーボード用品は期間の始まりより十分な降雪に恵まれ、計

画を上回る好調な売上推移となったものの、前年までの市場の縮小による下降トレンドに対応して売場面積の縮

小など売上計画の絞り込みを行なっていたため、売上高は前年同期比91.3％にとどまりました。ゴルフ用品は全

国的な降雪によりクローズするゴルフ場が増加したことなどの影響により、売上高は前年同期比99.2％となりま

した。一般スポーツ用品は期間を通して気温が低く推移したことにより冬物重衣料や機能性の高い発熱・保温イ

ンナーなどが好調に推移したこと、ランニングブームに代表される健康志向の高まりが継続していること、期間

の終りにかけてウェアを中心とした春物商材の早期立上げが順調に売上げにつながったことなどから、売上高は

前年同期比115.1％と好調に推移いたしました。その結果、当会計期間の既存店売上高は前年同期比102.9％とな

り、全社売上高は前年同期比105.2％となりました。売上総利益率は、厳冬により季節性の高い冬物商品の値引き

が大幅に抑制されたこと、プライベートブランド商品の強化がスノーボード用品や高機能インナーなどで成果を

上げたことなどから39.0％となり、前年同期比で2.3ポイント上昇しております。店舗については、12月に新業態

として女性専門スポーツ用品店『＆life（アンドライフ）流山おおたかの森店』（千葉県流山市）を開店いたし

ました。これにより、平成23年２月末時点で全国に88店舗、売場面積は187,325㎡となりました。 

以上の結果、当第２四半期会計期間は売上高13,577百万円（前年同期12,906百万円）、営業利益1,238百万円

（前年同期1,033百万円）、経常利益1,236百万円（前年同期1,064百万円）、四半期純利益680百万円（前年同期

473百万円）となりました。 

  

平成23年８月期第１四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成23年８月期第１四半期決算短

信（平成22年12月29日開示）をご参照下さい。 

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の変動状況  

 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、2,422百万円増加し28,908百万円となりまし

た。この主な要因は、例年同様、特に12月・１月に売上げが増大し、それに対する仕入債務の決済が概ね第３四半

期以降に生じることなどから現金及び預金が1,466百万円増加したことによるものであります。 

 負債は、借入金が510百万円減少しましたが、主に秋・冬物商品に係る仕入債務の増加や資産除去債務の計上に

より2,109百万円増加し18,433百万円となりました。 

 純資産は、主に利益剰余金の増加により、312百万円増加し10,474百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

 当第２四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）は、前事業年度末に比べ1,466百

万円増加し、5,745百万円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期累計期間における営業活動による資金の増加は2,282百万円（前年同期は3,318百万円増加）となり

ました。これは主に税引前四半期純利益および仕入債務の増加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） 

 当第２四半期累計期間における投資活動による資金の減少は233百万円（前年同期は527百万円減少）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） 

 当第２四半期累計期間における財務活動による資金の減少は581百万円（前年同期は1,256百万円減少）となりま

した。これは主に長期借入金が減少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 -



（３）業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期会計期間の業績の動向等を踏まえ、平成23年３月10日に公表いたしました「業績予想の修正に関す

るお知らせ」にて、通期の業績予想を修正しております。その後平成23年３月11日に発生いたしました、「東北地

方太平洋沖地震」による被害状況の詳細については現在調査中です。通期業績への影響が見込まれる場合は速やか

に開示いたします。  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

固定資産の減価償却の算定方法 

定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定しておりま

す。 

  

法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定しておりま

す。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、または一時差異等の発生状

況に著しい変化が認められた場合に、前事業年度において使用した将来の業績予想やタックス・プランニン

グに著しい変化による影響を加味したものを利用する方法によっております。 

  

②特有の会計処理  

 該当事項はありません。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 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」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）およ

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、営業利益は21百万円、経常利益は22百万円減少し、税引前四半期純利益は419百万円減少しており

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722百万円であります。   

  

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

  

２．その他の情報
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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23年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,796,212 4,329,471 

売掛金 643,727 628,451 

有価証券 10,000 10,000 

商品 9,782,991 8,964,620 

前払費用 392,484 387,039 

繰延税金資産 266,241 387,209 

その他 153,468 174,128 

流動資産合計 17,045,125 14,880,920 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,314,731 4,142,776 

土地 1,441,357 1,441,357 

建設仮勘定 731 10,400 

その他（純額） 332,673 314,486 

有形固定資産合計 6,089,492 5,909,020 

無形固定資産   

ソフトウエア 193,804 171,654 

その他 46,850 50,198 

無形固定資産合計 240,654 221,853 

投資その他の資産   

投資有価証券 515,850 533,504 

関係会社株式 20,000 20,000 

長期貸付金 656,285 721,571 

長期前払費用 369,946 399,229 

繰延税金資産 613,636 314,070 

差入保証金 3,192,026 3,136,626 

店舗賃借仮勘定 14,400 63,880 

その他 195,586 297,856 

貸倒引当金 △44,984 △13,425 

投資その他の資産合計 5,532,745 5,473,314 

固定資産合計 11,862,893 11,604,188 

資産合計 28,908,018 26,485,109 
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,433,334 5,984,599 

1年内返済予定の長期借入金 2,805,000 2,730,000 

未払法人税等 521,161 868,718 

賞与引当金 367,240 400,000 

ポイント引当金 89,097 113,000 

店舗閉鎖損失引当金 25,000 28,150 

その他 652,450 845,411 

流動負債合計 12,893,284 10,969,879 

固定負債   

長期借入金 4,355,000 4,940,000 

役員退職慰労引当金 240,725 199,479 

資産除去債務 745,885 － 

その他 198,965 214,558 

固定負債合計 5,540,575 5,354,037 

負債合計 18,433,860 16,323,917 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,544,409 2,544,409 

資本剰余金 3,998,145 3,998,145 

利益剰余金 4,155,751 3,842,924 

自己株式 △188,237 △188,213 

株主資本合計 10,510,068 10,197,265 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35,354 △35,734 

繰延ヘッジ損益 △555 △339 

評価・換算差額等合計 △35,910 △36,074 

純資産合計 10,474,158 10,161,191 

負債純資産合計 28,908,018 26,485,109 
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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９月１日 

 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 22,349,497 24,203,723 

売上原価 14,264,176 14,920,096 

売上総利益 8,085,320 9,283,626 

販売費及び一般管理費 7,302,366 8,005,432 

営業利益 782,954 1,278,194 

営業外収益   

受取利息 10,312 9,381 

受取賃貸料 195,371 196,885 

為替差益 566 834 

その他 68,561 35,318 

営業外収益合計 274,812 242,420 

営業外費用   

支払利息 61,091 50,671 

不動産賃貸費用 165,391 185,407 

その他 1,692 8,109 

営業外費用合計 228,175 244,188 

経常利益 829,590 1,276,426 

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 660 － 

特別利益合計 660 － 

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 26,216 

固定資産除却損 68 2,710 

減損損失 240,174 135,293 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 397,327 

店舗閉鎖損失 24,842 － 

店舗閉鎖損失引当金繰入額 37,291 － 

出店計画中止損 1,683 － 

ゴルフ会員権売却損 － 82 

ゴルフ会員権評価損 4,100 － 

過年度ポイント引当金繰入額 113,000 － 

解約違約金 － 13,210 

特別損失合計 421,158 574,839 

税引前四半期純利益 409,092 701,586 

法人税、住民税及び事業税 375,455 487,264 

法人税等調整額 △167,835 △170,414 

法人税等合計 207,619 316,849 

四半期純利益 201,472 384,737 
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年12月１日 

 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年12月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 12,906,318 13,577,227 

売上原価 8,171,979 8,281,140 

売上総利益 4,734,338 5,296,087 

販売費及び一般管理費 3,700,702 4,057,740 

営業利益 1,033,636 1,238,346 

営業外収益   

受取利息 5,569 4,830 

受取賃貸料 101,955 100,876 

為替差益 226 48 

その他 37,396 17,381 

営業外収益合計 145,147 123,136 

営業外費用   

支払利息 29,056 24,650 

不動産賃貸費用 84,367 95,453 

その他 611 5,199 

営業外費用合計 114,035 125,304 

経常利益 1,064,748 1,236,178 

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 － 26,660 

特別利益合計 － 26,660 

特別損失   

固定資産除却損 68 2,598 

減損損失 186,538 109,988 

店舗閉鎖損失 23,787 － 

店舗閉鎖損失引当金繰入額 3,850 － 

ゴルフ会員権売却損 － 82 

解約違約金 － 13,210 

特別損失合計 214,244 125,879 

税引前四半期純利益 850,504 1,136,959 

法人税、住民税及び事業税 360,885 461,561 

法人税等調整額 16,218 △5,242 

法人税等合計 377,104 456,318 

四半期純利益 473,399 680,640 
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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９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年２月28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 409,092 701,586 

減価償却費 263,996 297,066 

減損損失 240,174 135,293 

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 31,559 

賞与引当金の増減額（△は減少） △867 △32,759 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,216 41,246 

ポイント引当金の増減額（△は減少） 119,000 △23,902 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 427 △3,150 

有価証券売却損益（△は益） － △120 

受取利息及び受取配当金 △13,292 △12,384 

支払利息 61,091 50,671 

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 82 

ゴルフ会員権評価損 4,100 － 

固定資産除却損 68 2,710 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 397,327 

店舗閉鎖損失 24,842 － 

出店計画中止損 1,683 － 

解約違約金 － 13,210 

売上債権の増減額（△は増加） △178,765 △29,309 

たな卸資産の増減額（△は増加） 668,344 △814,824 

仕入債務の増減額（△は減少） 1,235,531 2,457,552 

未払消費税等の増減額（△は減少） 61,574 △99,685 

その他 196,057 44,910 

小計 3,095,272 3,157,080 

利息及び配当金の受取額 4,498 4,269 

利息の支払額 △50,003 △47,329 

法人税等の支払額 △20,556 △831,662 

法人税等の還付額 289,611 － 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,318,823 2,282,357 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 100,000 100,000 

有価証券の取得による支出 △10,350 △13,200 

有価証券の売却による収入 － 13,320 

有形固定資産の取得による支出 △441,964 △246,907 

敷金及び保証金の差入による支出 △187,167 △67,058 

敷金及び保証金の回収による収入 44,300 － 

貸付金の回収による収入 － 37,790 

その他 △32,803 △57,637 

投資活動によるキャッシュ・フロー △527,985 △233,692 
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（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年２月28日) 

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） △1,400,000 － 

長期借入れによる収入 1,500,000 900,000 

長期借入金の返済による支出 △1,285,000 △1,410,000 

配当金の支払額 △71,910 △71,909 

その他 △16 △23 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,256,927 △581,933 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,533,909 1,466,730 

現金及び現金同等物の期首残高 2,655,792 4,278,974 

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,189,702 5,745,705 
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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
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