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（百万円未満切捨て） 
１．平成23年8月期第3四半期の連結業績（平成22年9月1日～平成23年5月31日） 
（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3四半期 10,021  △23.9 635   690.2 561   2115.9 198    ― 
22年 8月期第3四半期 13,176  △23.7 80  △94.0 25   △97.7 △77     ― 

 

 
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 19.37 ― 
22年 8月期第3四半期 △7.55 ― 

 
（２）連結財政状態 

 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 18,277 11,657 63.8 1,136.39
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3四半期      11,657百万円 22年8月期      11,459百万円 

 
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 ― ― ― ― ―   
23年 8月期 ― 0.00 ―   

23年 8月期(予想)  0.00 0.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 無 

 
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） 

（％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 13,371 △19.7 638     ― 585     ― 37     ― 3.60 
   

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：有 
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４．その他  （詳細は、【添付資料】P.3「その他」をご覧ください。） 
 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有 

② ①以外の変更 無 

（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） 

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 23年8月期3Ｑ 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3Ｑ 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3Ｑ 10,258,575株 22年8月期3Ｑ 10,258,575株

 
 
（注意事項） 

・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います。 

 

・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）2ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 第３四半期における当社グループの状況は、東日本大震災における営業面のマイナス要因として、宮城県石巻市の

店舗が閉鎖となるほか、宮城県、福島県、山形県、茨城県の店舗で建物へのダメージにより一時的に営業を停止する

状況がありました。また、関東圏から静岡東部における東京電力の計画停電による影響は大きく、店舗営業の一時停

止のほか、鉄道をはじめとする交通網への影響により、夜間の消費低迷につながりました。 

 一方、震災直後に災害対策本部を開設し、震災からの早期回復を企図いたしました。その結果、毀損店舗の修復は

４月中旬でおよそめどがつき早期に営業活動は正常化し、営業停止によるマイナスを 小限に食い止めることができ

ました。また、一方では東北・北関東一円の復興景気をとらえ、震災地域への優先的な商品供給を実施いたしまし

た。このことにより、売上高が前年度を大きく上回る店舗が大半を占め、営業停止による売上減をカバーいたしまし

た。 

このような環境下、当社グループの当第３四半期は、当初計画の業績予想を概ね達成いたしました。売上高は、

3,111百万円（前年同期比30.1％減）となりました。一方で、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、ＰＢ商品（プライベートブランド商品）比率向上による売上総利益率が改善があり、また、経費

においては、当期に入り実施した経費削減効果および、震災後の全店舗での節電効果も大きく表れました。結果、販

売費及び一般管理費は1,464百万円（前年同期比27.5％減）となりました。 

 以上のような結果、当第３四半期連結会計期間の営業利益は74百万円（前年同四半期は営業損失94百万円）とな

り、経常利益は61百万円（前年同四半期は経常損失75百万円）となりました。 

さらに、特別損失を計上し、法人税等合計48百万円を調整した結果、四半期純利益は６百万円（前年同四半期は

四半期純損失113百万円）となりました。     

  

（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３四半期末における総資産は18,277百万円となり、前連結会計年度末に比べ864百万円減少いたしました。

これは主に現預金が494百万円増加し、たな卸資産が182百万円増加したこと、固定資産が549百万円減少および投

資その他の資産が419百万円減少したことによります。 

 負債合計は6,619百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,062百万円減少いたしました。これは主に借入金の

減少1,050百万円によるものであります。 

 純資産合計は11,657百万円となり、前連結会計年度末に比べ198百万円増加いたしました。これは主に、四半期

純利益198百万円による利益剰余金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３四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502百万円減少し、3,611百万円となりました。 

当第３四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） 

 営業活動の結果取得した資金は、365百万円(前年同期比50.6％減）となりました。これは主に、税金等調整前

四半期純利益55百万円、減価償却費68百万円およびたな卸資産の減少400百万円に対し、仕入債務の減少116百万

円を計上し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、49百万円(前年同期は2,942百万円の支出）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８百万円によるものおよび、敷金及び保証金の回収による収入61百万円によるもので

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、230百万円(前年同期は656百万円の収入）となりました。これは、長期借入れ

による収入200百万円および長期借入金の返済による支出430百万円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 

 平成23年4月8日に発表いたしました第2四半期決算短信において、東日本大震災の影響により通期見通しを未定とし

ておりましたが、震災の影響が軽微であったため、平成22年10月15日に発表いたしました通期連結業績予想の数値とい

たします。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  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 13,371 △19.7 638   ― 585   ― 37   ―  3.60
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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 

簡便な会計処理 

①たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結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、当第２四半期連結会計期間

末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

  

②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217千円減少し、税金等調整前四半期純利益は

242,041千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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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年５月31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 6,729,289 6,234,589

受取手形及び売掛金 120,256 112,624

有価証券 － 1,000,000

商品 6,505,894 6,323,826

その他 510,520 510,380

貸倒引当金 △1,099 △1,224

流動資産合計 13,864,861 14,180,197

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,306,491 1,361,993

その他（純額） 1,516,962 1,583,884

有形固定資産合計 2,823,453 2,945,878

無形固定資産 26,986 34,571

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,507,285 1,767,107

その他 83,170 232,025

貸倒引当金 △28,220 △17,870

投資その他の資産合計 1,562,235 1,981,262

固定資産合計 4,412,675 4,961,712

資産合計 18,277,537 19,141,909

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 632,176 816,725

短期借入金 700,000 700,000

1年内返済予定の長期借入金 1,709,529 1,691,884

未払法人税等 125,416 55,807

賞与引当金 23,909 －

資産除去債務 7,908 －

その他 364,127 570,267

流動負債合計 3,563,067 3,834,684

固定負債   

長期借入金 2,299,000 3,367,323

退職給付引当金 140,310 147,049

役員退職慰労引当金 92,160 87,106

資産除去債務 279,717 －

その他 245,450 246,170

固定負債合計 3,056,639 3,847,649

負債合計 6,619,706 7,682,333
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年５月31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 7,162,112 6,963,355

自己株式 △1,170 △1,170

株主資本合計 11,660,374 11,461,617

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,543 △2,041

評価・換算差額等合計 △2,543 △2,041

純資産合計 11,657,830 11,459,575

負債純資産合計 18,277,537 19,141,909
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

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

売上高 13,176,558 10,021,593

売上原価 6,956,298 4,790,336

売上総利益 6,220,260 5,231,257

販売費及び一般管理費 6,139,875 4,596,042

営業利益 80,384 635,215

営業外収益   

受取利息 4,610 12,341

受取配当金 181 110

受取賃貸料 44,215 49,494

デリバティブ評価益 16,265 7,046

その他 13,604 17,818

営業外収益合計 78,878 86,812

営業外費用   

支払利息 68,936 59,880

為替差損 20,139 59,289

賃貸収入原価 39,109 40,552

その他 5,733 703

営業外費用合計 133,919 160,426

経常利益 25,343 561,600

特別利益   

賞与引当金戻入額 21,615 －

過年度損益修正益 － 15,771

補助金収入 8,780 1,906

特別利益合計 30,396 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

固定資産除却損 28,144 6,016

減損損失 20,102 －

賃貸借契約解約損 － 499

災害による損失 － 370

特別損失合計 48,246 248,497

税金等調整前四半期純利益 7,493 330,780

法人税、住民税及び事業税 181,719 125,458

法人税等調整額 △96,755 6,564

法人税等合計 84,964 132,023

四半期純利益又は四半期純損失（△） △77,470 198,757
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年５月31日) 

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

売上高 4,448,151 3,111,261

売上原価 2,522,513 1,571,879

売上総利益 1,925,638 1,539,381

販売費及び一般管理費 2,019,800 1,464,949

営業利益又は営業損失（△） △94,161 74,432

営業外収益   

受取利息 1,609 4,800

受取配当金 43 42

受取賃貸料 13,870 16,860

デリバティブ評価益 41,306 14,000

その他 1,333 3,255

営業外収益合計 58,163 38,959

営業外費用   

支払利息 24,095 17,746

為替差損 1,145 19,411

賃貸収入原価 13,929 14,149

その他 248 273

営業外費用合計 39,419 51,580

経常利益又は経常損失（△） △75,418 61,811

特別利益   

補助金収入 2,549 －

特別利益合計 2,549 －

特別損失   

固定資産除却損 15,496 6,016

減損損失 12,692 －

災害による損失 － 370

特別損失合計 28,188 6,387

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△101,057 55,424

法人税、住民税及び事業税 73,663 56,107

法人税等調整額 △61,663 △7,586

法人税等合計 11,999 48,520

四半期純利益又は四半期純損失（△） △113,056 6,903
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 7,493 330,780

減価償却費 383,091 203,863

減損損失 20,102 －

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） 6,042 10,224

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,524 23,909

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,284 △6,738

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,506 5,054

受取利息及び受取配当金 △4,792 △12,452

支払利息 68,936 59,880

為替差損益（△は益） 1,490 3,065

デリバティブ評価損益（△は益） △16,265 △7,046

有形固定資産除却損 28,144 6,016

売上債権の増減額（△は増加） △10,695 △7,631

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,389,555 △182,012

仕入債務の増減額（△は減少） 83,053 △179,023

未払消費税等の増減額（△は減少） △148,733 11,793

未収消費税等の増減額（△は増加） △21,892 73,408

その他の流動資産の増減額（△は増加） 26,686 59,807

その他の流動負債の増減額（△は減少） △90,439 △235,805

その他 △27 9,809

小計 1,744,201 406,605

利息及び配当金の受取額 4,792 12,452

利息の支払額 △69,513 △58,424

補助金の受取額 － 1,906

保険金の受取額 2,531 2,645

法人税等の支払額 △253,195 △37,977

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,428,815 327,209
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

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

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 △3,053,741 △6,000,209

定期預金の払戻による収入 50,144 5,000,000

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 △25,464 △11,760

有形固定資産の除却による支出 － △14,387

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 △527 △452

敷金及び保証金の差入による支出 △31,800 △9,700

敷金及び保証金の回収による収入 151,479 259,522

その他 △4,419 △1,986

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,915,229 221,025

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 1,600,000 200,000

長期借入金の返済による支出 △1,035,142 △1,250,678

配当金の支払額 △128,232 －

財務活動によるキャッシュ・フロー 436,625 △1,050,678

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,453 △27

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,048,335 △502,470

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 4,360,677 3,611,618
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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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