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1.  平成23年６月期第３四半期の業績（平成22年７月１日～平成23年３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３四半期 16,430 △1.4 697 △19.5 804 △17.0 240 △27.4

22年６月期第３四半期 16,670 0.8 866 12.1 968 9.4 330 35.2

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３四半期 57 12 ―

22年６月期第３四半期 78 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３四半期 17,195 12,326 71.7 2,931 46

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３四半期 12,326百万円 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５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）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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 4,204,828株 22年６月期３Ｑ 4,204,832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



  

1.  当四半期の業績等に関する定性的情報 ……………………………………………… 2 

(1) 経営成績に関する定性的情報 ……………………………………………………… 2 

(2) 財政状態に関する定性的情報 ……………………………………………………… 2 

(3) 業績予想に関する定性的情報 ……………………………………………………… 3 

2.  その他の情報 …………………………………………………………………………… 3 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………… 3 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………… 3 

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………… 3 

3.  四半期財務諸表 ………………………………………………………………………… 4 

(1) 四半期貸借対照表 …………………………………………………………………… 4 

(2) 四半期損益計算書 …………………………………………………………………… 6 

【第３四半期累計期間】 ……………………………………………………………… 6 

(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 ………………………………………………… 7 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 8 

(5) セグメント情報 ……………………………………………………………………… 8 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 8 

4.  補足情報 ………………………………………………………………………………… 9 

(1) 販売の状況 …………………………………………………………………………… 9 

(2) 店舗の状況 …………………………………………………………………………… 9 

  

○添付資料の目次

藤久株式会社 （9966） 平成23年６月期 第３四半期決算短信（非連結）

－ 1 －



当第３四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」16店舗を開設し、退店では「クラフトハートトーカイ」７店舗、「クラフトワールド」１店

舗、「クラフトパーク」１店舗及び生活雑貨専門店「サントレーム」１店舗を実施しました。新規出店

のうち６店舗は、売場面積の出店基準に柔軟性を持たせた２タイプのコンセプト店舗を実験的に展開し

ました。この結果、当第３四半期累計期間末の手芸専門店は369店舗、生活雑貨専門店は23店舗で、総

店舗数は392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、ギフト商品の提案強化の継続、新規商品群の導入

のほか、メールマガジンなどを活用した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、猛暑による盛夏商品の販売増に加え、拡充・強

化しました和雑貨が好調となりましたことなどにより、生活雑貨は前年同四半期を上回りました。ま

た、衣料用及び入園・入学向け商品が好調となりましたことなどから、生地は前年同四半期並みの売上

高を確保しましたものの、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、店舗販売部門では平成23年３月11日に発生しました「東日本大震

災」並びに計画停電に伴う一部店舗の休業や営業時間短縮等の影響により、全業態既存店売上高が前年

同四半期比3.7％の減収等から157億26百万円（前年同四半期比1.5％減）となりました。通信販売部門

では、６億64百万円（前年同四半期比0.1％減）となり、その他の部門では40百万円（前年同四半期比

0.6％減）となりました。 

特別損益につきましては、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額１億58百万円及び災害による損

失36百万円を特別損失に計上しました。 

これらの結果、当第３四半期累計期間の業績は、売上高は164億30百万円（前年同四半期比1.4％

減）、営業利益は６億97百万円（前年同四半期比19.5％減）、経常利益は８億４百万円（前年同四半期

比17.0％減）、四半期純利益は２億40百万円（前年同四半期比27.4％減）となりました。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当第３四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ３億86百万円増加し、171億95百万

円となりました。流動資産は２億84百万円増加し、固定資産は１億１百万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95百万円減少しましたものの、商品が２億８百万円、その他に含まれ

ております営業未収入金が１億43百万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97百万円減少しましたものの、建物が１億27百万円、リース資産が82百万円と

それぞれ増加しましたことによるものであります。 

負債は、前事業年度末に比べ３億16百万円増加し、48億69百万円となりました。流動負債は７百万円

減少し、固定負債は３億23百万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

億51百万円、賞与引当金が69百万円とそれぞれ増加しましたものの、未払法人税等が２億21百万円、そ

の他に含まれております未払金が１億46百万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、主に資産除去債務が２億97百万円増加しましたことによるものであります。 

純資産は、前事業年度末に比べ69百万円増加し、123億26百万円となりました。主に利益剰余金が71

百万円増加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

藤久株式会社 （9966） 平成23年６月期 第３四半期決算短信（非連結）

－ 2 －



  
②キャッシュ・フローの状況 

当第３四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95百万円減少し、44億39百万円となりました。 

当第３四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。 

営業活動の結果得られた資金は、２億５百万円（前年同四半期は６億３百万円の収入）となりまし

た。主なプラス要因は、税引前四半期純利益５億86百万円、仕入債務の増加額２億51百万円、減価償却

費１億69百万円、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額１億58百万円であります。主なマイナス要

因は、法人税等の支払額６億４百万円、たな卸資産の増加額２億８百万円、未払金の減少額１億56百万

円、営業未収入金の増加額１億43百万円であります。 

投資活動の結果使用した資金は、75百万円（前年同四半期は77百万円の支出）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66百万円、無形固定資産の取得による支出７百万円、資産除去

債務の履行による支出３百万円、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、２億24百万円（前年同四半期は２億19百万円の支出）となりまし

た。これは、配当金の支払額１億68百万円、リース債務の返済による支出56百万円であります。 

  

平成23年３月11日に発生しました「東日本大震災」による東北・関東地方の店舗の損害は、商品落

下、浸水等の影響を受けましたものの軽微でありました。店舗の営業状況につきましては、ライフライ

ン復旧等の状況を見ながら再開を進めておりますものの、テナント店舗を含めた一部の店舗では営業を

休止しております。 

今後につきましては、当社では計画を上回る新規出店を推し進めておりますが、一部の店舗で復旧・

再開のめどが立っていない店舗があり、また、地震による被害のみならず、余震、運送インフラの制

約、電力等の供給不足や消費者心理の冷え込みなどの様々な影響が懸念され、現時点では業績への影響

額の算定が困難であります。したがって、平成23年２月９日に発表しました平成23年６月期の業績予想

を修正しておりません。 

なお、業績に関して修正が必要となった場合には、速やかに開示してまいります。 

  

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) 

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３四半期累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ９百万円減少し、税引前四

半期純利益が１億69百万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３四半期会計期間末
(平成23年３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 4,519,682 4,615,025

受取手形及び売掛金 89,378 71,862

商品 5,732,340 5,523,976

貯蔵品 2,033 2,317

その他 1,187,311 1,032,056

貸倒引当金 △2,795 △2,107

流動資産合計 11,527,953 11,243,131

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 879,328 751,350

土地 1,660,806 1,660,806

リース資産（純額） 326,811 244,347

その他（純額） 79,561 86,349

有形固定資産合計 2,946,507 2,742,854

無形固定資産 98,240 117,864

投資その他の資産

差入保証金 2,272,037 2,369,471

その他 350,786 335,662

貸倒引当金 △17 △42

投資その他の資産合計 2,622,806 2,705,091

固定資産合計 5,667,554 5,565,811

資産合計 17,195,508 16,808,942
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末
(平成23年３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 2,380,494 2,129,456

リース債務 89,817 61,244

未払法人税等 123,824 345,300

未払消費税等 70,674 71,196

賞与引当金 106,272 36,450

ポイント引当金 317,375 310,530

資産除去債務 7,952 －

その他 692,784 842,208

流動負債合計 3,789,194 3,796,387

固定負債

リース債務 244,866 189,827

役員退職慰労引当金 147,921 185,499

資産除去債務 297,035 －

その他 390,219 380,911

固定負債合計 1,080,042 756,237

負債合計 4,869,237 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 9,900,022 9,828,043

自己株式 △2,470,574 △2,470,574

株主資本合計 12,331,377 12,259,398

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △5,106 △3,081

評価・換算差額等合計 △5,106 △3,081

純資産合計 12,326,270 12,256,317

負債純資産合計 17,195,508 16,808,942
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(2) 四半期損益計算書

【第３四半期累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成23年３月31日)

売上高 16,670,388 16,430,985

売上原価 6,542,985 6,364,249

売上総利益 10,127,402 10,066,735

販売費及び一般管理費 9,260,550 9,369,306

営業利益 866,851 697,429

営業外収益

受取利息 2,275 1,990

受取配当金 521 603

協賛金収入 41,073 41,148

受取手数料 14,320 18,652

仕入割引 33,228 31,087

その他 15,022 19,837

営業外収益合計 106,440 113,319

営業外費用

支払利息 2,138 4,185

減価償却費 1,404 1,326

その他 762 801

営業外費用合計 4,306 6,313

経常利益 968,986 804,436

特別利益

前期損益修正益 3,025 －

過年度損益修正益 31,916 －

固定資産売却益 － 566

受取補償金 6,470 －

収用補償金 － 11,771

債務免除益 2,690 －

違約金収入 3,000 3,300

その他 134 －

特別利益合計 47,238 15,637

特別損失

過年度損益修正損 5,440 －

固定資産除却損 13,296 11,114

減損損失 162,598 9,723

災害による損失 － 36,119

店舗閉鎖損失 40,532 17,657

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 158,759

その他 16,779 240

特別損失合計 238,647 233,613

税引前四半期純利益 777,576 586,459

法人税、住民税及び事業税 488,630 395,158

法人税等調整額 △41,921 △48,870

法人税等合計 446,709 346,288

四半期純利益 330,867 240,171
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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３四半期累計期間
(自 平成21年７月１日
至 平成22年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年７月１日
至 平成23年３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 777,576 586,459

減価償却費 142,470 169,140

減損損失 162,598 9,723

賞与引当金の増減額（△は減少） 64,035 69,822

ポイント引当金の増減額（△は減少） 18,192 6,845

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 11,772 △37,578

貸倒引当金の増減額（△は減少） 204 663

受取利息及び受取配当金 △2,796 △2,594

支払利息 2,138 4,185

固定資産売却損益（△は益） － △566

固定資産除却損 13,296 11,114

投資有価証券売却損益（△は益） － 2

投資有価証券評価損益（△は益） 16,052 －

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） △8,448 △17,516

たな卸資産の増減額（△は増加） △480,498 △208,080

営業未収入金の増減額(△は増加) △174,241 △143,675

差入保証金の増減額（△は増加） 134,120 99,971

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,589 △522

仕入債務の増減額（△は減少） 379,020 251,038

未払金の増減額（△は減少） △145,038 △156,277

その他 210,682 11,740

小計 1,111,547 812,654

利息及び配当金の受取額 1,064 943

利息の支払額 △2,138 △4,185

法人税等の支払額 △506,513 △604,149

営業活動によるキャッシュ・フロー 603,959 205,263

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 △66,288 △66,288

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 △11,757 △7,698

資産除去債務の履行による支出 － △3,203

投資有価証券の売却による収入 － 14

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 △77,971 △75,774

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 △13 －

リース債務の返済による支出 △29,786 △56,638

配当金の支払額 △189,217 △168,193

財務活動によるキャッシュ・フロー △219,017 △224,831

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 306,970 △95,342

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 4,256,371 4,439,682
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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３四半期累計期間
(自 平成21年７月１日 
  至 平成22年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年７月１日 
  至 平成23年３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 1,285,615 7.7 1,264,275 7.7 1,500,665 6.8

手芸用品 5,000,338 30.0 4,762,981 29.0 6,549,380 29.9

生地 3,765,038 22.6 3,763,140 22.9 4,959,284 22.6

和洋裁服飾品 4,245,664 25.5 4,278,615 26.0 5,735,957 26.2

衣料品 551,299 3.3 509,220 3.1 739,418 3.4

生活雑貨 1,371,985 8.2 1,386,807 8.5 1,836,499 8.4

その他 450,445 2.7 465,945 2.8 582,794 2.7

合計 16,670,388 100.0 16,430,985 100.0 21,904,001 100.0

② 事業部門別売上高 （単位：千円、％）

区分

前第３四半期累計期間
(自 平成21年７月１日 
  至 平成22年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年７月１日 
  至 平成23年３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 15,964,789 95.8 15,726,102 95.7 20,963,209 95.7

通信販売部門 664,844 4.0 664,370 4.0 886,508 4.0

その他の部門 40,754 0.2 40,512 0.3 54,283 0.3

合計 16,670,388 100.0 16,430,985 100.0 21,904,001 100.0

(2) 店舗の状況

（単位：店）

区分

前第３四半期累計期間
(自 平成21年７月１日 
  至 平成22年３月31日)

当第３四半期累計期間
(自 平成22年７月１日 
  至 平成23年３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 8 7 307 16 7 319 14 10 310

ビーズハウスマミー ― 1 ― ― ― ― ─ 1 ─

クラフトワールド ― 1 4 ― 1 3 ─ 1 4

クラフトパーク 1 1 44 ― 1 42 1 2 43

クラフトループ ― 1 5 ― ― 5 ─ 1 5

サントレーム ― 2 24 ― 1 23 ─ 2 24

合計 9 13 384 16 10 392 15 17 386
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