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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 6,047 3.5 318 △27.9 284 △30.5 186 △24.3 
22年８月期第３四半期 5,841 － 441 － 410 － 246 － 
 

 
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 122.32 121.06 
22年８月期第３四半期 190.31 － 

（注）１．平成22年８月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成22年８月期第３四半期の
対前年同四半期増減率については、記載しておりません。 

   ２．平成22年８月期第３四半期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、当社株式は非上場で
あったため、期中平均株価が把握できませんので記載しておりません。 

(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 3,854 1,752 45.5 1,119.30 
22年８月期 3,132 1,244 39.7 960.21 

（参考）自己資本  23年８月期第３四半期 1,752百万円 22年８月期 1,244百万円 

 
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 － 0.00 － 16.00 16.00 
23年８月期 － 0.00 －   
23年８月期(予想)    30.00 30.00 

（注）１．当四半期における配当予想の修正有無 ：有 
２．平成23年8月期期末配当金の内訳 普通配当25円00銭 上場記念配当5円00銭 

配当予想修正の詳細につきましては、本日平成23年7月12日発表の「平成23年8月期配当予想の修正に
関するお知らせ」をご覧ください。 

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 8,050 7.6 559 42.8 529 71.8 315 67.5 205.42 
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 

 



 
 

 

 

４．その他 （詳細は、【添付資料】P.６「その他の情報」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 

 新規 社  （社名） 、除外 社  （社名） 
（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 1,565,800株 22年８月期 1,295,800株 
② 期末自己株式数 23年８月期３Ｑ 69株 22年８月期 －株 
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年８月期３Ｑ 1,526,193株 22年８月期３Ｑ 1,295,800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） 
 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）
５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。 
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１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アジア諸国をはじめとする新興国の持続的成長による輸出

の増加等により、緩やかな回復基調を維持しておりました。しかしながら、平成23年３月11日に発生した東日本

大震災の諸影響による国内企業活動の停滞、消費行動の変化により、景気の先行きは今までになく不透明な状況

にあります。 

このような経営環境の下、当社グループでは、従来の製品カテゴリーに捉われない、機能性・デザイン性の高

い製品の開発を進め、製品ラインアップの拡充に努めるとともに、当社グループの特色でもある製品開発・生産

活動における機動性を活かし、顧客ニーズの変化に対応した製品の開発に努めてまいりました。あわせて幅広い

業界に分布する顧客企業に販売活動を行い、業容の拡大に努めてまいりました。 

セールスプロモーション用雑貨の市場については、東日本大震災によるイベント等の自粛措置の影響もあり、

当第３四半期連結累計期間の業績に多少の影響が出ております。一方、オリジナル雑貨製品は、顧客ニーズに合

わせた製品をタイムリーに市場に提供することにより、セールスプロモーション市場の落ち込みによる売上高の

減少を補い、順調に推移しております。 

当第３四半期連結会計期間における、主要な新規事業展開としては、北米地区最大手メーカーギルダン社製の

Ｔシャツの販売開始、猛暑対策製品の販売開始、顧客ニーズに合わせて急遽増産したＬＥＤライト等の防災製品

ラインの拡充となります。また、将来的な中国での販売活動の準備として、平成23年２月末に上海に設立した孫

会社（上海多来多貿易有限公司）の深セン支店を、平成23年４月に設置しております。 

この結果、当第３四半期連結会計期間における売上高は22億23百万円（前年同四半期比４億62百万円の増加、

前年同四半期比26.3％増）、営業利益は１億88百万円（前年同四半期比91百万円の増加、前年同四半期比94.7％

増）、経常利益は１億94百万円（前年同四半期比77百万円の増加、前年同四半期比66.5％増）、四半期純利益は

１億16百万円（前年同四半期比46百万円の増加、前年同四半期比65.8％増）となり、当第３四半期連結累計期間

における売上高は60億47百万円（前年同四半期比２億６百万円の増加、前年同四半期比3.5％増）、営業利益は

３億18百万円（前年同四半期比１億22百万円の減少、前年同四半期比27.9％減）、経常利益は２億84百万円（前

年同四半期比１億25百万円の減少、前年同四半期比30.5％減）、四半期純利益は１億86百万円（前年同四半期比

59百万円の減少、前年同四半期比24.3％減）となりました。 
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当社グループの販売経路別および製品分類別の業績は以下のとおりであります。 

 

なお、当社グループの製品分類に関しまして、第２四半期連結会計期間より、化粧品の取扱いを開始したため、

投資家の皆様の適正な投資判断を重視した製品分類が必要であるとの考えから、「ヘルスケア雑貨製品」を「ヘ

ルスケア＆ビューティ雑貨製品」に変更しております。 

 

＜販売経路別業績＞ 

① エンドユーザーへ直接販売 

当社グループでは、幅広い業界に顧客層が分布する強みを活かし、偏りのない広範囲にわたる業界に対

し顧客ニーズに沿った提案型の営業を行った結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は28億51百万円

（前年同四半期比３億62百万円の増加、前年同四半期比14.6％増）となりました。 

 

② 卸売業者へ販売 

当第３四半期連結累計期間の売上高は31億25百万円（前年同四半期比１億72百万円の減少、前年同四半

期比5.2％減）となりました。 

 

③ その他 

設計・デザイン業務の受託等の受注にも積極的に取り組んだ結果、当第３四半期連結累計期間の売上高

は70百万円（前年同四半期比16百万円の増加、前年同四半期比29.7％増）となりました。 

 

＜製品分類（一般雑貨製品・エコ雑貨製品・ヘルスケア＆ビューティ雑貨製品・その他）別業績＞ 

① 一般雑貨製品 

企業向け雑貨製品での豊富な顧客層を持つ強みを活かし、既存顧客との関係維持に努め顧客ニーズをい

ち早く捉えそれに対応することを主眼とした営業活動を行いました。加えて、新規顧客の開拓も積極的に

行い、将来につながる顧客層の拡大に努めました。この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は33億8

9百万円（前年同四半期比７億33百万円の増加、前年同四半期比27.6％増）となりました。 

 

② エコ雑貨製品 

環境保護に配慮した消費活動が叫ばれる環境下、偏りのない広範囲にわたる業界に対し環境に配慮した

製品の提案型営業活動の推進と、デザイン性、機能性の高い環境配慮型雑貨製品の開発に努め、新たな製

品化を実現しております。これら新製品の積極的な営業活動を行った結果、当第３四半期連結累計期間の

売上高は23億69百万円（前年同四半期比４億80百万円の増加、前年同四半期比25.4％増）となりました。 

 

③ ヘルスケア＆ビューティ雑貨製品 

第２四半期連結会計期間より取扱いを開始した、ビューティ雑貨製品の販売に注力するとともに、猛暑

対策製品の販売を開始いたしましたが、前年同四半期の当該製品分類売上の大半を占めていた、マスクに

よる売上をカバーするには至りませんでした。当第３四半期連結累計期間の売上高は２億17百万円（前年

同四半期比10億27百万円の減少、前年同四半期比82.5％減）となりました。 
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④ その他 

設計・デザイン業務の受託等の受注に積極的に取り組んだ結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は7

0百万円（前年同四半期比20百万円の増加、前年同四半期比42.5％増）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 

（流動資産） 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べ７億56百万円増加し、33億65百

万円となりました。主な要因は、現金及び預金の増加２億43百万円及び製品の増加４億85百万円と受取手形

及び売掛金の増加76百万円であります。 

（固定資産） 

当第３四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末に比べ34百万円減少し、４億88百万円

となりました。主な要因は、その他として表示されている長期前払費用の減少41百万円であります。 

（流動負債） 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べ99百万円増加し、15億８百万円

となりました。主な要因は、買掛金の増加86百万円、未払法人税等の増加１億27百万円、賞与引当金の増加7

9百万円であります。 

（固定負債） 

当第３四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末に比べ１億13百万円増加し、５億93百

万円となりました。主な要因は、長期借入金の増加１億33百万円であります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ５億８百万円増加し、17億52百万

円となりました。主な要因は、募集新株式の発行による資本金１億74百万円の増加、および資本準備金１億7

4百万円の増加、利益剰余金の増加１億65百万円であります。 
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 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は５億48百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、当第３四半期連結累計期間に使用した資金は１億28百万円（前年同四半期比５億63百万円

の減少）となりました。主な収入の要因は、税金等調整前四半期純利益３億32百万円、主な支出の要因は、

たな卸資産の増加額４億79百万円、売上債権の増加額71百万円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、当第３四半期連結累計期間に得られた資金は98百万円（前年同四半期比86百万円の増加）

となりました。主な要因は、保険積立金の解約による収入１億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、当第３四半期連結累計期間に得られた資金は３億８百万円（前年同四半期比７億96百万円

の増加）となりました。主な要因は、株式上場に伴う株式の発行による収入３億39百万円、短期借入金の増

加額50百万円、社債償還による支出２億60百万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８月期通期連結業績予想に関する事項につきましては、平成22年10月12日に公表いたしました数

値から変更はありません。なお、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」による業

績への影響につきましては、開示すべき事項が生じた場合、速やかにお知らせいたします。 
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２．その他の情報 

(1) 当四半期中における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 

 
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) 

１ 固定資産の減価償却費の算定方法 

 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る

減価償却費の額を期間按分する方法によっております。 

２ 法人税等並びに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関しては、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ので、前連結会計年度において使

用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する

方法によっております。 

３ 未実現損益の消去 

 

 

 

 

 

 

四半期連結会計期間末在庫高に占める当該棚卸資産の金額及

び当該取引に係る損益率を合理的に見積もって計算しており

ます。 

前連結会計年度、または、直前の四半期連結会計期間から取

引状況に大きな変化がないと認められる場合には、前連結会

計年度または、直前の四半期連結会計期間で使用した損益率

を使用して算定しております。 

 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 
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) 

１.連結の範囲に関
する事項の変更 

(1) 連結の範囲の変更 
 第２四半期連結会計期間より、新たに設立した上海多来多貿易有限公司を連結の範囲に
含めております。 
(2) 変更後の連結子会社の数 
 ６社 

２.連結子会社の事
業年度等に関する事
項の変更 

 新たに連結の範囲に含めた、上海多来多貿易有限公司の決算日は12月31日であります。
連結財務諸表を作成するにあたっては、平成23年５月31日で実施した仮決算に基づく財務
諸表を使用しております。 

３.会計処理基準に
関する事項の変更 

(1)「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 
 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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は2,713千円減少し、税金
等調整前四半期純利益は14,929千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32,463千円であります。 
 

 

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) 

（四半期連結損益計算書関係） 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく財務諸表等規則等の一
部を改正する内閣府令（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用により、第１四半期連結累計期間では、
「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目を表示しております。 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前第３四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「固
定資産除売却損益（△は益）」は、当第３四半期連結累計期間では区分掲記することとしております。なお、前
第３四半期連結累計期間において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めていた「固定資
産除売却損益（△は益）」は△813千円であります。 
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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 548,841 304,961

受取手形及び売掛金 1,003,466 927,281

製品 1,392,396 906,870

その他 427,641 473,860

貸倒引当金 △6,854 △4,441

流動資産合計 3,365,491 2,608,532

固定資産   

有形固定資産 105,245 93,465

無形固定資産 51,169 54,397

投資その他の資産   

その他 335,714 384,173

貸倒引当金 △3,480 △8,449

投資その他の資産合計 332,233 375,724

固定資産合計 488,648 523,586

資産合計 3,854,139 3,132,118

負債の部   

流動負債   

買掛金 569,682 482,793

短期借入金 250,000 200,000

1年内償還予定の社債 80,000 280,000

1年内返済予定の長期借入金 66,664 －

未払法人税等 164,940 37,504

賞与引当金 124,667 45,115

株主優待引当金 1,622 －

その他 250,626 362,859

流動負債合計 1,508,202 1,408,272

固定負債   

社債 200,000 260,000

長期借入金 133,336 －

退職給付引当金 134,796 115,938

資産除去債務 29,946 －

その他 95,328 103,672

固定負債合計 593,406 479,610

負債合計 2,101,609 1,887,883
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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 291,951 117,126

資本剰余金 518,163 343,338

利益剰余金 967,526 801,575

自己株式 △58 －

株主資本合計 1,777,582 1,262,039

評価・換算差額等   

繰延ヘッジ損益 △3,467 －

為替換算調整勘定 △21,585 △17,803

評価・換算差額等合計 △25,052 △17,803

純資産合計 1,752,529 1,244,235

負債純資産合計 3,854,139 3,132,118
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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 5,841,093 6,047,490

売上原価 3,597,318 3,937,614

売上総利益 2,243,775 2,109,875

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 700,047 691,616

賞与引当金繰入額 96,453 108,008

退職給付費用 18,244 20,064

貸倒引当金繰入額 2,750 5,093

株主優待引当金繰入額 － 1,622

その他 985,260 965,423

販売費及び一般管理費合計 1,802,755 1,791,828

営業利益 441,019 318,047

営業外収益   

受取利息 152 81

デリバティブ評価益 63,345 114,454

匿名組合投資利益 4,153 8,969

その他 2,661 9,975

営業外収益合計 70,313 133,480

営業外費用   

支払利息 16,818 4,217

為替差損 74,627 131,469

上場関連費用 － 25,910

その他 9,821 4,953

営業外費用合計 101,267 166,551

経常利益 410,065 284,976

特別利益   

固定資産売却益 829 －

保険解約返戻金 － 59,300

特別利益合計 829 59,300

特別損失   

固定資産除却損 16 52

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,216

特別損失合計 16 12,269

税金等調整前四半期純利益 410,878 332,007

法人税、住民税及び事業税 150,317 191,069

法人税等調整額 13,951 △45,746

法人税等合計 164,269 145,323

少数株主損益調整前四半期純利益 － 186,684

四半期純利益 246,609 186,684
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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 410,878 332,007

減価償却費 35,960 40,674

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,025 △2,555

賞与引当金の増減額（△は減少） 61,367 79,552

株主優待引当金の増減額(△は減少) － 1,622

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,599 18,858

デリバティブ評価損益（△は益） △63,345 △114,454

受取利息及び受取配当金 △152 △81

支払利息 16,818 4,217

固定資産除売却損益（△は益） － 52

保険解約返戻金 － △59,300

売上債権の増減額（△は増加） 263,187 △71,216

たな卸資産の増減額（△は増加） △163,959 △479,948

仕入債務の増減額（△は減少） △12,865 89,704

前渡金の増減額（△は増加） △24,492 △51,159

上場関連費用 － 25,910

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 12,216

その他 △15,182 104,555

小計 524,838 △69,343

利息及び配当金の受取額 131 81

利息の支払額 △17,282 △4,056

法人税等の支払額 △125,031 △68,629

法人税等の還付額 51,811 13,372

営業活動によるキャッシュ・フロー 434,466 △128,576

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 － 30,226

有形固定資産の取得による支出 △13,086 △18,299

無形固定資産の取得による支出 △18,092 △11,229

敷金及び保証金の差入による支出 △3,926 △16,158

敷金及び保証金の回収による収入 762 16,344

保険積立金の解約による収入 48,311 100,920

資産除去債務の履行による支出 － △2,900

その他 △1,854 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 12,114 98,902
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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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △420,000 50,000

長期借入れによる収入 － 200,000

社債の償還による支出 △60,000 △260,000

株式の発行による収入 － 339,755

配当金の支払額 △7,774 △20,732

自己株式の取得による支出 － △58

財務活動によるキャッシュ・フロー △487,774 308,964

現金及び現金同等物に係る換算差額 △13,992 △5,184

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △55,185 274,105

現金及び現金同等物の期首残高 426,200 274,735

現金及び現金同等物の四半期末残高 371,014 548,841
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報等 

【事業の種類別セグメント情報】 

 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） 

 当社及び連結子会社の事業は、雑貨事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であります。従いまし

て、開示対象となるセグメントはありませんので、記載を省略しております。 

 

【所在地別セグメント情報】 

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） 

 

 
日本 

(千円) 

アジア 

(千円) 

計 

(千円) 

消去又は 

全社 

(千円) 

連結 

(千円) 

売上高           

(1)外部顧客に対する
売上高 

5,837,117 3,976 5,841,093 － 5,841,093 

(2)セグメント間の内
部売上高又は振替
高 

33,300 1,359,818 1,393,119 (1,393,119) － 

計 5,870,418 1,363,794 7,234,213 (1,393,119) 5,841,093 

営業利益 368,339 73,455 441,794 (774) 441,019 

(注) １ 国又は地域の区分は、地理的近接度によっております。 

２ 本邦以外の区分に属する主な国又は地域 

 アジア…香港 

 

【海外売上高】 

 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） 

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

 

【セグメント情報】 

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「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。 

 

当社及び連結子会社の事業は、雑貨事業ならびにこれらの付帯業務の単一事業であり、その事業が

単一セグメントであるため、記載を省略しております。 
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 当社は、平成22年10月12日付の大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ（スタンダード）への株式上場にあた

り、募集新株式を発行し、平成22年10月11日に払い込みが完了いたしました。この結果、資本金及び

資本準備金がそれぞれ174,825千円増加し、当第３四半期連結会計期間末における資本金が291,951千

円、資本剰余金が518,163千円（うち、資本準備金が202,163千円）となっております。 
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