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

23年8月期第2四半期 6,910 △20.8 560 221.3 499 396.0 191 439.1
22年8月期第2四半期 8,728 △25.8 174 △82.2 100 △86.9 35 △89.6

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

23年8月期第2四半期 18.70 ―
22年8月期第2四半期 3.46 ―

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 18,596 11,651 62.7 1,135.79
22年8月期 19,141 11,459 59.9 1,117.07

（参考） 自己資本   23年8月期第2四半期  11,651百万円 22年8月期  11,459百万円

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 ― ― ― ― ―
23年8月期 ― 0.00
23年8月期 

（予想）
― 0.00 0.00

3.  平成23年8月期の連結業績予想（平成22年9月1日～平成23年8月31日） 
（注）当四半期における業績予想の修正有無  有  
業績予想につきましては、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」の影響により、業績の見通しを立てることが困難なため、現時
点では未定であります。この地震による業績への影響が判明次第、改めて公表いたします。 



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 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連結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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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、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。 

※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、
実際の実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あ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）２ページ「連結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】P.3「その他」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 10,260,500株 22年8月期  10,260,500株
② 期末自己株式数 23年8月期2Q  1,925株 22年8月期  1,925株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年8月期2Q 10,258,575株 22年8月期2Q 10,258,575株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間は、第１四半期連結会計期間に続き、前連結会計年度に実施した企業基盤の再構築を

行った成果が現れております。 

当社グループの第２四半期連結会計期間の売上高は、4,014百万円（前年同期比20.4％減）となり、当初計画の業

績予想を超える水準で推移いたしております。商品政策としましてはＰＢ商品（プライベートブランド商品）比率の

向上を図り、ＰＢ商品比率は前年同期比で12.8ポイント上昇し、値入の改善が進みました。その結果、売上総利益率

では前年同期比3.7ポイント上昇いたしました。経費においては、当期に入り実施した経費削減の効果もあり、販売

費及び一般管理費は1,558百万円（前年同期比25.4％減）となりました。 

新規店舗は1店舗を出店し、前連結会計年度より予定しておりました不採算店舗３店舗を閉鎖いたしました。その

結果、当第２四半期連結会計期間末の直営店舗数は227店舗となりました。 

以上のような結果、当第２四半期連結会計期間の営業利益は522百万円（前年同期比53.7％増）となり、経常利益

は474百万円（前年同期比23.5％増）となりました。 

さらに、特別損失を計上し、法人税等合計△10百万円を調整した結果、四半期純利益は486百万円（前年同期比

127.2％増）となりました。 

  

 セグメントの業績は、次のとおりであります。  

  当社グループの報告セグメントは、小売事業及び卸売事業でありますが、卸売事業の全セグメントに占める割合が

僅少であり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  ①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期末における総資産は18,596百万円となり、前連結会計年度末に比べ545百万円減少いたしました。

これは主に、流動資産において現預金311百万円の増加、たな卸資産が582百万円増加したことに対し、有価証券

1,000百万円の減少、投資その他の資産における敷金および保証金198百万円の減少したことによります。 

 負債合計は6,945百万円となり、前連結会計年度末に比べ737百万円減少いたしました。これは主に、長期借入

金884百万円の減少、支払手形および買掛金69百万円の減少、資産除去債務287百万円の増加によるものでありま

す。 

 純資産合計は11,651百万円となり、前連結会計年度末に比べ192百万円増加いたしました。これは主に、利益剰

余金191百万円の増加によるものであります。 

  

 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686百万円減少し、3,427百万円となりました。  

 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）   

 営業活動の結果得られた資金は、478百万円（前年同期比41.3％減）となりました。これは主に、税金等調整前四

半期純利益476百万円、減価償却費67百万円、棚卸資産の減少353百万円、仕入債務の減少501百万円等があったこと

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）  

 投資活動の結果得られた資金は、44百万円（前年同期は9百万円の支出）となりました。これは主に、敷金および

保証金の回収による収入59百万円に対し固定資産の取得による支出２百万円等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、409百万円（前年同期比334.8％増）となりました。これは、長期借入金の返済に

よるものであります。   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、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」の影響により、業績

の見通しを立てることが困難なため、現時点では未定であります。この地震による業績への影響が判明次第、改め

て公表いたします。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

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。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

   資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当第１四半期連結会計期間より、「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）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、営業利益、経常利益がそれぞれ1,675千円減少し、税金等調整前四半期純利益は239,934千円減少し

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294,269千円であります。 

  

（４）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23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22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,545,995 6,234,589

受取手形及び売掛金 107,060 112,624

有価証券 － 1,000,000

商品 6,906,278 6,323,826

その他 480,893 510,380

貸倒引当金 △293 △1,224

流動資産合計 14,039,934 14,180,197

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,340,968 1,361,993

その他（純額） 1,541,166 1,583,884

有形固定資産合計 2,882,135 2,945,878

無形固定資産 29,514 34,571

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,568,858 1,767,107

その他 101,619 232,025

貸倒引当金 △25,272 △17,870

投資その他の資産合計 1,645,205 1,981,262

固定資産合計 4,556,855 4,961,712

資産合計 18,596,790 19,141,909

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 747,328 816,725

短期借入金 700,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 1,756,024 1,691,884

未払法人税等 71,485 55,807

賞与引当金 12,201 －

資産除去債務 8,660 －

その他 392,209 570,267

流動負債合計 3,687,908 3,834,684

固定負債   

長期借入金 2,483,291 3,367,323

退職給付引当金 148,593 147,049

役員退職慰労引当金 90,465 87,106

資産除去債務 278,981 －

その他 255,954 246,170

固定負債合計 3,257,286 3,847,649

負債合計 6,945,194 7,682,333
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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22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 7,155,209 6,963,355

自己株式 △1,170 △1,170

株主資本合計 11,653,471 11,461,617

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,876 △2,041

評価・換算差額等合計 △1,876 △2,041

純資産合計 11,651,595 11,459,575

負債純資産合計 18,596,790 19,141,909
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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21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

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

売上高 8,728,406 6,910,331

売上原価 4,433,784 3,218,456

売上総利益 4,294,621 3,691,875

販売費及び一般管理費 4,120,075 3,131,092

営業利益 174,546 560,782

営業外収益   

受取利息 3,001 7,541

受取配当金 137 68

受取賃貸料 30,345 32,634

その他 12,271 14,562

営業外収益合計 45,755 54,806

営業外費用   

支払利息 44,841 42,133

為替差損 18,993 39,878

賃貸収入原価 25,179 26,403

デリバティブ評価損 25,040 6,954

その他 5,484 430

営業外費用合計 119,539 115,800

経常利益 100,762 499,788

特別利益   

賞与引当金戻入額 21,615 －

補助金収入 6,230 1,906

過年度損益修正益 － 15,771

特別利益合計 27,846 17,677

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 241,609

減損損失 7,409 －

固定資産除却損 12,647 －

賃貸借契約解約損 － 499

特別損失合計 20,057 242,109

税金等調整前四半期純利益 108,550 275,356

法人税、住民税及び事業税 108,055 69,351

法人税等調整額 △35,091 14,151

法人税等合計 72,964 83,502

四半期純利益 35,586 191,854
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

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

売上高 5,043,836 4,014,228

売上原価 2,616,673 1,934,112

売上総利益 2,427,163 2,080,115

販売費及び一般管理費 2,087,625 1,558,111

営業利益 339,537 522,004

営業外収益   

受取利息 1,657 1,942

受取配当金 104 31

受取賃貸料 14,396 17,574

デリバティブ評価益 60,761 －

その他 6,611 4,750

営業外収益合計 83,532 24,299

営業外費用   

支払利息 22,754 20,424

為替差損 240 22,232

賃貸収入原価 11,559 12,774

デリバティブ評価損 － 16,123

その他 4,249 304

営業外費用合計 38,803 71,859

経常利益 384,266 474,444

特別利益   

補助金収入 3,477 1,906

特別利益合計 3,477 1,906

特別損失   

減損損失 7,409 －

固定資産除却損 12,647 －

特別損失合計 20,057 －

税金等調整前四半期純利益 367,685 476,351

法人税、住民税及び事業税 74,662 36,505

法人税等調整額 78,949 △46,566

法人税等合計 153,611 △10,060

四半期純利益 214,074 486,412
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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21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 108,550 275,356

減価償却費 253,768 135,195

減損損失 7,409 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 241,609

株式交付費償却 704 －

補助金収入 － △1,906

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,976 6,472

賞与引当金の増減額（△は減少） △1,997 12,201

退職給付引当金の増減額（△は減少） 93 1,544

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △160 3,358

受取利息及び受取配当金 △3,138 △7,609

支払利息 44,841 42,133

為替差損益（△は益） 2,960 2,069

デリバティブ評価損益（△は益） 25,040 6,954

有形固定資産除却損 12,647 －

売上債権の増減額（△は増加） 13,929 5,564

たな卸資産の増減額（△は増加） 237,254 △582,396

仕入債務の増減額（△は減少） 348,745 △62,205

未払消費税等の増減額（△は減少） △148,522 15,501

未収消費税等の増減額（△は増加） △23,530 82,515

その他の流動資産の増減額（△は増加） 31,793 53,640

その他の流動負債の増減額（△は減少） △34,479 △208,006

その他 1,634 8,567

小計 883,523 30,559

利息及び配当金の受取額 3,138 7,609

利息の支払額 △43,130 △40,518

補助金の受取額 － 1,906

保険金の受取額 68 2,645

法人税等の支払額 △154,585 △40,339

営業活動によるキャッシュ・フロー 689,013 △38,136

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 △52,212 △3,000,209

定期預金の払戻による収入 50,144 2,000,000

有価証券の償還による収入 － 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △24,464 △2,880

有形固定資産の除却による支出 － △13,387

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 △371 △291

敷金及び保証金の差入による支出 △26,015 △9,700

敷金及び保証金の回収による収入 85,025 197,948

その他 △4,419 △185

投資活動によるキャッシュ・フロー 26,786 171,295

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 500,000 －

長期借入金の返済による支出 △591,541 △819,892

配当金の支払額 △128,232 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △219,773 △819,892

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 496,009 △686,734

現金及び現金同等物の期首残高 5,409,012 4,114,088

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,905,022 3,427,354
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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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