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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年８月期第３四半期の業績（平成22年９月１日～平成23年５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８月期第３四半期 36,979  9.1 1,722  43.8 1,728  37.7 520  24.8 
22年８月期第３四半期 33,884  2.1 1,197  55.8 1,255  64.5 416 △32.8 

 

 
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３四半期 43 40 － － 
22年８月期第３四半期 34  78 － － 

 
（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８月期第３四半期 32,210 10,512 32.6 877 14 
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３四半期        10,512百万円 22年８月期         10,161百万円 

 
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    

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：有・無 

 
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、通期は対前期増減率） 

 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 48,700  6.6 2,090  17.6 2,080 11.5 856 55.6 71 42 

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有・無 

 



 

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）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有・無 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有・無 

② ①以外の変更 ：有・無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年８月期３Ｑ 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３Ｑ 335,909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３Ｑ 11,984,932株 22年８月期３Ｑ 11,985,085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３四半期会計期間（平成23年３月１日～平成23年５月31日）における我が国の景気は、円高による輸出環境

の悪化、デフレ基調の経済環境の継続などの厳しい経済環境下にありながらも、海外経済の改善や各種の政策効果

などを背景に、企業収益に改善の兆しが見られ始めておりました。しかしながら、平成23年３月11日に発生いたし

ました東日本大震災による甚大な被害の発生により、原材料、資機材の供給不足や価格高騰による企業の生産活動

の低下、自粛ムードの醸成による消費マインドの低下が続いていること、福島第一原子力発電所の原子力災害より

全国的な電力不足が懸念され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、企業による採用、求人の見直しや延期による影響などから、完全失業率は引続き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、いままで以上に生活防衛意識が高まることが想定され、

個人消費は一層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、一般スポーツ用品は春の新学期需要、新入部需要への積極的な売場提案、

ランニングブームに代表される健康志向市場の拡大に対する関連商品群の強化、新商品の提案などが功を奏した結

果、前年同期比114.5％と好調に推移いたしました。ゴルフ用品は東日本大震災の影響による全国的な自粛ムード

によりゴルフクラブが高額商品を中心に大きく落ち込んだことなどから、前年同期比96.3％となりました。また、

創業35周年を記念しての『35周年祭』などのセール告知を強化するなど、集客に対する投資を効果的に実施いたし

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105.3％となり、全社売上高は前年同期比110.8％とな

りました。売上総利益率は、吸汗・速乾の高機能Ｔシャツ『爽ＴｈｅＢｏｄｙ』を中心にプライベートブランドが

健康志向市場を中心に大きく売上に寄与したことなどから37.2％となり、前年同期比で0.9ポイント上昇しており

ます。 

 特別損失については、店舗退店に係る損失67百万円、投資有価証券の評価損29百万円、東日本大震災による震災

復旧工事等の損失として13百万円など合計136百万円を計上いたしました。 

 店舗については、４月に『ゆめタウン南岩国店』（山口県岩国市）、『フジグラン神辺店』（広島県福山市）、

『宇土シティ店』（熊本県宇土市）、『神戸ジェームス山店』（兵庫県神戸市垂水区）を開店いたしました。ま

た、東日本大震災の影響により、ロゼオ水戸店（茨城県水戸市）は当第３四半期会計期間末において営業休止の状

態であり、５月に『日立店』（茨城県日立市）を閉店いたしました。これにより平成23年５月末時点で全国に91店

舗、売場面積は191,014㎡となりました。 

 以上の結果、当第３四半期会計期間は売上高12,775百万円（前年同期11,535百万円）、営業利益444百万円（前

年同期414百万円）、経常利益451百万円（前年同期425百万円）、四半期純利益135百万円（前年同期215百万円）

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）、平成23年８月期第２四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２四半期決算短信（平成23年３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、5,725百万円増加し32,210百万円となりまし

た。この主な要因は、４月・５月に売上げが好調に推移したこと、および新規出店に対する仕入債務の決済が概ね

第３四半期末以降に生じることなどから、現金及び預金が1,917百万円増加したこと、売掛金が483百万円増加した

こと、および店舗数の増加と夏物商材の投入により商品が2,977百万円増加したことによるものであります。 

 負債は、主に新規出店と春・夏物商品に係る仕入債務が増加したこと、および資産除去債務の計上により5,374

百万円増加し21,698百万円となりました。 

 純資産は、主に利益剰余金の増加により、351百万円増加し10,512百万円となりました。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

 当第３四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1,917百

万円増加し、6,196百万円となりました。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間における営業活動による資金の増加は2,535百万円（前年同期は3,962百万円増加）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３四半期累計期間における投資活動による資金の減少は629百万円（前年同期は979百万円減少）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。 
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（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期累計期間における財務活動による資金の増加は11百万円（前年同期は878百万円減少）となりまし

た。これは主に長期借入金が増加したことによるものであります 

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

 第４四半期会計期間は、引続き不透明な経済動向、消費マインドの低迷が予測されることなどから、小売業を取

り巻く事業環境は厳しく推移するものと思われます。当社は効果的な販促活動による集客の継続実施、プライベー

トブランド強化による粗利益率の改善、前述の販促費を除く販売費及び一般管理費の抑制に努め、計画値の達成を

図って参ります。これにより現時点での売上高、営業利益、経常利益、当期純利益の通期の業績予想は、平成23年

3月10日に公表しました業績予想に変更はありません。 

  

  

（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 

 たな卸資産の評価方法 

当第３四半期会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、第２四半期会計期間末の実地

たな卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。  

  

 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30百万円、経常利益は32百万円減少し、税引前四半期純利益は429百万円減少しており

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。 
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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５月31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 6,246,922 4,329,471 

売掛金 1,112,055 628,451 

有価証券 10,000 10,000 

商品 11,941,660 8,964,620 

前払費用 393,498 387,039 

繰延税金資産 311,560 387,209 

その他 303,842 174,128 

流動資産合計 20,319,537 14,880,920 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 4,303,104 4,142,776 

土地 1,475,924 1,441,357 

建設仮勘定 108,118 10,400 

その他（純額） 369,544 314,486 

有形固定資産合計 6,256,691 5,909,020 

無形固定資産   

ソフトウエア 204,733 171,654 

その他 64,675 50,198 

無形固定資産合計 269,408 221,853 

投資その他の資産   

投資有価証券 475,728 533,504 

関係会社株式 20,000 20,000 

長期貸付金 640,731 721,571 

長期前払費用 349,371 399,229 

繰延税金資産 599,925 314,070 

差入保証金 3,141,137 3,136,626 

店舗賃借仮勘定 29,900 63,880 

その他 190,486 297,856 

貸倒引当金 △82,429 △13,425 

投資その他の資産合計 5,364,850 5,473,314 

固定資産合計 11,890,950 11,604,188 

資産合計 32,210,488 26,485,109 
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（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成23年５月31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 11,018,957 5,984,599 

1年内返済予定の長期借入金 2,915,000 2,730,000 

未払法人税等 305,245 868,718 

賞与引当金 572,047 400,000 

ポイント引当金 34,544 113,000 

店舗閉鎖損失引当金 － 28,150 

資産除去債務 4,400 － 

その他 731,725 845,411 

流動負債合計 15,581,921 10,969,879 

固定負債   

長期借入金 4,910,000 4,940,000 

役員退職慰労引当金 261,348 199,479 

資産除去債務 762,314 － 

その他 182,431 214,558 

固定負債合計 6,116,094 5,354,037 

負債合計 21,698,015 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 4,219,265 3,842,924 

自己株式 △188,261 △188,213 

株主資本合計 10,573,559 10,197,265 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △60,946 △35,734 

繰延ヘッジ損益 △139 △339 

評価・換算差額等合計 △61,086 △36,074 

純資産合計 10,512,472 10,161,191 

負債純資産合計 32,210,488 26,485,109 
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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９月１日 

 至 平成22年５月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年５月31日) 

売上高 33,884,585 36,979,500 

売上原価 21,607,140 22,940,397 

売上総利益 12,277,445 14,039,103 

販売費及び一般管理費 11,079,493 12,316,331 

営業利益 1,197,952 1,722,772 

営業外収益   

受取利息 15,279 13,670 

受取賃貸料 286,510 296,308 

為替差益 1,117 1,136 

その他 98,986 52,813 

営業外収益合計 401,894 363,928 

営業外費用   

支払利息 90,612 74,399 

不動産賃貸費用 248,146 274,343 

その他 5,915 9,715 

営業外費用合計 344,675 358,459 

経常利益 1,255,171 1,728,241 

特別利益   

固定資産売却益 26 － 

役員退職慰労引当金戻入額 660 － 

特別利益合計 686 － 

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 48,326 

固定資産除却損 68 2,736 

減損損失 246,632 135,293 

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 60,157 67,895 

店舗閉鎖損失引当金繰入額 25,000 － 

投資有価証券評価損 3,310 29,465 

災害による損失 － 13,435 

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 3,954 

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 453,952 711,726 

税引前四半期純利益 801,905 1,016,514 

法人税、住民税及び事業税 639,364 696,296 

法人税等調整額 △254,252 △199,943 

法人税等合計 385,112 496,353 

四半期純利益 416,792 520,161 

- 5 -



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年５月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

売上高 11,535,088 12,775,777 

売上原価 7,342,963 8,020,300 

売上総利益 4,192,124 4,755,476 

販売費及び一般管理費 3,777,126 4,310,898 

営業利益 414,998 444,577 

営業外収益   

受取利息 4,967 4,288 

受取賃貸料 91,139 99,422 

為替差益 550 301 

その他 30,424 17,495 

営業外収益合計 127,081 121,507 

営業外費用   

支払利息 29,521 23,728 

不動産賃貸費用 82,755 88,935 

その他 4,222 1,606 

営業外費用合計 116,499 114,270 

経常利益 425,581 451,814 

特別利益   

固定資産売却益 26 － 

店舗閉鎖損失引当金戻入額 3,679 － 

特別利益合計 3,705 － 

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 22,110 

固定資産除却損 － 26 

減損損失 6,458 － 

店舗閉鎖損失 1,703 67,895 

店舗閉鎖損失引当金繰入額 25,000 － 

投資有価証券評価損 3,310 29,465 

災害による損失 － 13,435 

ゴルフ会員権評価損 － 3,954 

特別損失合計 36,473 136,886 

税引前四半期純利益 392,812 314,928 

法人税、住民税及び事業税 263,909 209,032 

法人税等調整額 △86,416 △29,528 

法人税等合計 177,492 179,504 

四半期純利益 215,320 135,424 
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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９月１日 

 至 平成22年５月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年５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 801,905 1,016,514 

減価償却費 408,606 452,285 

減損損失 246,632 135,293 

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 69,004 

賞与引当金の増減額（△は減少） 163,649 172,047 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6,204 61,869 

ポイント引当金の増減額（△は減少） 127,000 △78,455 

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 14,500 △28,150 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 3,310 29,345 

受取利息及び受取配当金 △18,315 △16,720 

支払利息 90,612 74,399 

災害損失 － 13,435 

ゴルフ会員権売却損益（△は益） － 82 

ゴルフ会員権評価損 4,100 3,954 

固定資産除却損 68 2,736 

固定資産売却損益（△は益） △26 － 

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 60,157 67,895 

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） △410,816 △490,116 

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,956,536 △2,972,516 

仕入債務の増減額（△は減少） 4,211,265 5,049,249 

未払消費税等の増減額（△は減少） △47,274 △156,850 

その他 64,627 21,817 

小計 3,771,353 3,837,659 

利息及び配当金の受取額 4,580 4,337 

利息の支払額 △82,654 △66,804 

法人税等の支払額 △20,465 △1,239,812 

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 3,962,424 2,535,380 

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 

有形固定資産の取得による支出 △825,720 △524,579 

投資有価証券の取得による支出 △10,350 △30,500 

投資有価証券の売却による収入 － 13,320 

敷金及び保証金の差入による支出 △257,629 △135,775 

敷金及び保証金の回収による収入 69,800 12,500 

貸付金の回収による収入 － 37,790 

その他 △55,348 △101,826 

投資活動によるキャッシュ・フロー △979,250 △629,071 
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（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 

 至 平成22年５月31日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年５月31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 2,700,000 2,100,000 

長期借入金の返済による支出 △2,035,000 △1,945,000 

配当金の支払額 △143,821 △143,819 

その他 △50 △48 

財務活動によるキャッシュ・フロー △878,871 11,132 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,104,303 1,917,440 

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 4,760,095 6,196,415 
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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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