
  

１．平成24年1月期第2四半期の連結業績（平成23年2月1日～平成23年7月31日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

詳細につきましては、本日公開いたしました「平成24年1月期配当予想の修正及び株主優待制度の廃止に関するお知ら

せ」をご参照ください。 

  

３．平成24年1月期の連結業績予想（平成23年2月1日～平成24年1月31日） 

  

  

平成24年1月期  第2四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成23年9月2日

上場会社名 株式会社 バルス 上場取引所  東 

コード番号 2738 URL http://www.bals.co.jp 

代表者          （役職名） 代表取締役社長 （氏名）高島 郁夫 

問合せ先責任者  （役職名） 取締役 社長室長 （氏名）佐野 一幸 TEL 03-6419-3111 

四半期報告書提出予定日 平成23年9月6日 配当支払開始予定日 平成23年10月7日 

四半期決算補足説明資料作成の有無： 無       

四半期決算説明会開催の有無      ： 無       

  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

24年1月期第2四半期  16,132  0.7 614  △27.0  599  △26.8  △60  ― 

23年1月期第2四半期  16,020  △5.4 842  △23.3  819  △26.5  426  38.2

  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

24年1月期第2四半期  △387.54     ― 

23年1月期第2四半期  2,743.99     ― 

  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 

24年1月期第2四半期  17,321  8,467  48.8  54,317.55

23年1月期  17,018  8,707  50.9  55,724.05

（参考）自己資本 24年1月期第2四半期 8,446百万円 23年1月期 8,665百万円

  
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 

23年1月期 ― 1,000.00 ― 1,000.00  2,000.00

24年1月期 ― 1,000.00       

24年1月期 
（予想） 

    ― 0.00  1,000.00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 有

  （％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  35,121  5.4  2,127  8.7  2,098  9.9  761  △19.1  4,894.32

（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.４「２．その他の情報」をご覧ください。） 

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。 

  

（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、四半期財務諸表に対する四半期レビュー手続は実施中であります。 

  

 ※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に掲載されている業績予想に関する記述は、本資料の発表日現在で入手可能な情報から得られた判断に基づいて

 おりますが、リスクや不確実性を含んでおります。実際の業績は、上記予想とは大きく異なる結果となる可能性があり

 ます。業績予想に関する事項は、[添付資料]P．３「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報(３)連結業績予想 

 に関する定性的情報」を参照ください。  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有

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） 24年1月期2Ｑ 164,003株 23年1月期 164,003株 

②  期末自己株式数 24年1月期2Ｑ 8,496株 23年1月期 8,499株 

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年1月期2Ｑ 155,505株 23年1月期2Ｑ 155,503株 

㈱バルス(2738)平成24年１月期 第２四半期決算短信



  

  

○添付資料の目次

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

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

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

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

２．その他の情報 ……………………………………………………………………………………………………………  4

（１）重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………………………………………  4

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………………………………………  4

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………………………………………  4

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  5

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  5

（２）四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………………………………………  7

（第２四半期連結累計期間） ………………………………………………………………………………………  7

（第２四半期連結会計期間） ………………………………………………………………………………………  8

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  9

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  11

（５）セグメント情報 ……………………………………………………………………………………………………  11

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  12

４．「参考」 …………………………………………………………………………………………………………………  13

（１）四半期貸借対照表 …………………………………………………………………………………………………  13

（２）四半期損益計算書 …………………………………………………………………………………………………  15

（第２四半期累計期間） ……………………………………………………………………………………………  15

㈱バルス(2738)平成24年１月期 第２四半期決算短信

- 1 -



（１）連結経営成績に関する定性的情報  

当第２四半期連結累計期間の当社グループにおきましては、３月に発生した東日本大震災により営業停止や営業

時間の短縮などの影響を受けるなど厳しい環境下において、更なるブランド価値向上のため商品開発、出店・広告

手法の見直しを進めるとともに、商品調達・物流フローの再構築など成長に向けた取り組みを行ってまいりまし

た。 

 商品については、身近なアートの楽しみを提案する「Francfranc ART」や、緑や自然と付き合うリラックスした

ライフスタイルを提案する「Francfranc GARDEN」、手仕事ならではの深い味わいや個性を活かした「Francfranc 

CRAFT」など新たな企画を展開し、商品シリーズの充実を図ってまいりました。 

 出店については、１店舗当たりの収益拡大を図るという方針のもと店舗開発に取り組み、新規出店や既存店舗の

リプレイスを行ってきました。 

 新規の出店は、国内に15店舗出店し、当第２四半期連結会計期間末現在の店舗数は150店舗（うち海外８店舗）

となりました。「Francfranc」は、２月に「アトレ恵比寿店」（東京都渋谷区）、３月に「アミュプラザ博多店」

（福岡市博多区）、「ルミネ大宮店」（さいたま市大宮区）、「二子玉川店」（東京都世田谷区）、「上野マルイ

店」（東京都台東区）、５月に「ルクア大阪店」（大阪市北区）、「大丸心斎橋店」（大阪市中央区）の７店舗の

出店となりました。「About a girl」については、４月に「札幌ステラプレイス店」（札幌市中央区）、５月に

「ルクア大阪店」（大阪市北区）の２店舗を出店いたしました。「BALS TOKYO」については、３月に「二子玉川

店」（東京都世田谷区）、４月に「新宿店」（東京都渋谷区）の２店舗を出店いたしました。また、アーバン、サ

ーフ、ナチュラルをコンセプトとした新業態「WTW（ダブルティー）」については、２月に「青山店」（東京都港

区）、３月に「博多店」（福岡市博多区）、「二子玉川店」（東京都世田谷区）、５月に「大阪店」（大阪市北

区）の４店舗を出店いたしました。 

 退店については、「Francfranc」は、２月に「玉川ガーデンアイランド店」、３月に「仙台パルコ店」５月に

「心斎橋パルコ店」、「About a girl」は、３月に「ギャレ大阪店」、７月に「ルミネ町田店」の合計５店舗とな

りました。 

 これらの結果、当第２四半期連結会計期間末現在の各ブランド別の店舗数は「Francfranc」100店舗（うち海外

６店舗）、「Francfranc BAZAR」18店舗、「BALS TOKYO」７店舗（うち海外１店舗）、「About a girl」18店舗

（うち海外１店舗）、「J-PERIOD」３店舗、「WTW」４店舗となっております。 

 以上により、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高161億32百万円（前年同期比100.7%）、営業利益６億

14百万円（同73.0%）、経常利益５億99百万円（同73.2%）となりました。また、特別損失として、資産除去債務会

計基準の適用に伴う影響額４億54百万円、災害による損失１億17百万円など６億73百万円を計上した結果、四半期

純損失は60百万円（前年同期は四半期純利益４億26百万円）となりました。 

 なお、東日本大震災の発生により、東北・関東地方を中心に営業停止や営業時間の短縮、物流機能の一部停止な

どの影響を受けましたが、全ての店舗で営業を再開し通常稼働に戻っております。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

① 資産の部 

 当第２四半期連結会計期間末における資産は、前連結会計年度末と比較して３億２百万円増の173億21百万円と

なりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末と比較して４億66百万円減の99億１百万円となりました。これは、現金及び預金

が３億３百万円増加した一方で、商品及び製品が８億38百万円減少したことが主な要因であります。 

 固定資産は、前連結会計年度末と比較して７億69百万円増の74億19百万円となりました。これは有形固定資産の

建物及び構築物が５億23百万円、投資その他の資産の敷金及び保証金が64百万円増加したことが主な要因でありま

す。 

② 負債の部 

 当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末と比較して５億42百万円増の88億53百万円とな

りました。 

 流動負債は、前連結会計年度末と比較して49百万円減の67億80百万円となりました。これは、短期借入金が６億

20百万円増加した一方で、支払手形及び買掛金が７億94百万円減少したことが主な要因であります。 

 固定負債は、前連結会計年度末と比較して５億92百万円増の20億73百万円となりました。これは、資産除去債務

が８億69百万円増加した一方で、長期借入金が１億99百万円減少したことが主な要因であります。 

③ 純資産の部 

 当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末と比較して２億40百万円減の84億67百万円と

なりました。これは、利益剰余金が２億17百万円減少したことが主な要因であります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

㈱バルス(2738)平成24年１月期 第２四半期決算短信

- 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

度末と比較して３億３百万円増の11億４百万円となりました。 

また、当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況に関しては以下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、８億２百万円（前年同期比４億49百万円増）となりました。これは主に、たな

卸資産の減少額７億81百万円、資産除去債務会計基準適用に伴う影響額４億54百万円があった一方、仕入債務の減

少額７億93百万円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） 

 投資活動の結果使用した資金は、５億85百万円（前年同期比３億87百万円減）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５億34百万円、敷金及び保証金の差入による支出１億２百万円があった一方、敷金及び

保証金の回収による収入２億38百万円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） 

 財務活動の結果得られた資金は、86百万円（前年同期は40百万円の使用）となりました。これは主に、短期借入

金の純増額６億19百万円があった一方、長期借入金の返済による支出１億99百万円、社債の償還による支出１億60

百万円があったこと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６月２日発表の通期業績予想から修正はありません。   
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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 

① 当第２四半期連結会計期間末の一般債権の貸倒見積高算定に関しては、貸倒実績率に著しい変化がないと認め

 られるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸高

 を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

③ 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して算定する方法によ

 っております。 

  

（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 

  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２四半期連結累計期間の営業利益は50,963千円、経常利益は51,636千円減少し、税金等調整

  前四半期純損失は506,604千円増加しております。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859,812千円であり、当該変動額のうち37,291千円は前連結会計年度末における店舗閉鎖に係る流動負債の  

 「その他」の残高を資産除去債務として引き継いだ額であります。 

  

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７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23年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,104,119 1,800,401

受取手形及び売掛金 2,208,045 1,938,185

商品及び製品 5,110,077 5,948,496

その他 479,081 680,567

流動資産合計 9,901,324 10,367,651

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,826,063 2,302,221

その他（純額） 212,865 243,374

有形固定資産合計 3,038,929 2,545,595

無形固定資産 152,956 168,393

投資その他の資産   

敷金及び保証金 3,185,731 3,121,717

その他 1,042,064 814,824

投資その他の資産合計 4,227,795 3,936,542

固定資産合計 7,419,681 6,650,531

資産合計 17,321,005 17,018,183
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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７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23年１月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,483,641 4,277,868

短期借入金 693,525 72,669

未払法人税等 260,000 262,889

賞与引当金 69,365 69,360

ポイント引当金 17,781 22,490

資産除去債務 22,730 －

その他 2,233,114 2,124,732

流動負債合計 6,780,158 6,830,011

固定負債   

社債 250,000 350,000

長期借入金 460,600 660,400

退職給付引当金 209,265 185,996

役員退職慰労引当金 151,988 190,276

資産除去債務 869,016 －

その他 132,269 93,695

固定負債合計 2,073,140 1,480,368

負債合計 8,853,299 8,310,380

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,680,879 1,680,879

資本剰余金 1,816,870 1,816,870

利益剰余金 5,812,689 6,030,457

自己株式 △754,529 △754,795

株主資本合計 8,555,910 8,773,411

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △4,680 △3,033

為替換算調整勘定 △104,470 △105,065

評価・換算差額等合計 △109,151 △108,099

少数株主持分 20,947 42,490

純資産合計 8,467,706 8,707,802

負債純資産合計 17,321,005 17,018,183
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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22年２月１日 

 至 平成22年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 

 至 平成23年７月31日) 

売上高 16,020,914 16,132,767

売上原価 6,312,711 6,403,058

売上総利益 9,708,202 9,729,709

販売費及び一般管理費 8,865,501 9,114,893

営業利益 842,700 614,815

営業外収益   

受取利息 797 484

受取配当金 2,000 1,999

受取家賃 33,045 39,116

その他 11,600 16,591

営業外収益合計 47,443 58,190

営業外費用   

支払利息 15,216 17,686

賃貸費用 40,341 44,239

その他 14,693 11,113

営業外費用合計 70,250 73,040

経常利益 819,893 599,966

特別利益   

貸倒引当金戻入額 865 －

株主優待引当金戻入額 4,865 －

ポイント引当金戻入額 － 4,709

権利金収入 － 15,000

分配金収入 2,171 －

特別利益合計 7,902 19,709

特別損失   

固定資産売却損 1,029 －

減損損失 27,862 72,050

店舗閉鎖損失 16,116 5,406

店舗改装費用 17,440 4,157

災害による損失 － 117,334

役員退職慰労金 － 19,833

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 454,967

特別損失合計 62,449 673,751

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（△）

765,346 △54,075

法人税、住民税及び事業税 250,729 229,075

法人税等調整額 90,710 △200,610

法人税等合計 341,439 28,464

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △82,540

少数株主損失（△） △2,791 △22,275

四半期純利益又は四半期純損失（△） 426,698 △60,264
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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22年５月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成23年５月１日 

 至 平成23年７月31日) 

売上高 8,051,953 8,424,358

売上原価 3,213,838 3,414,319

売上総利益 4,838,115 5,010,038

販売費及び一般管理費 4,472,280 4,671,012

営業利益 365,834 339,026

営業外収益   

受取利息 230 252

受取家賃 20,942 20,286

その他 3,441 5,400

営業外収益合計 24,614 25,940

営業外費用   

支払利息 7,383 8,681

賃貸費用 22,373 22,290

為替差損 10,792 8,332

その他 3,442 1,618

営業外費用合計 43,991 40,923

経常利益 346,457 324,043

特別利益   

貸倒引当金戻入額 335 －

ポイント引当金戻入額 － 2,481

災害損失引当金戻入額 － 55,219

権利金収入 － 15,000

分配金収入 2,171 －

特別利益合計 2,507 72,700

特別損失   

減損損失 27,862 33,457

店舗閉鎖損失 14,387 525

店舗改装費用 17,440 13

災害による損失 － 47,146

特別損失合計 59,690 81,143

税金等調整前四半期純利益 289,274 315,600

法人税、住民税及び事業税 77,954 152,937

法人税等調整額 39,804 3,711

法人税等合計 117,759 156,649

少数株主損益調整前四半期純利益 － 158,950

少数株主利益又は少数株主損失（△） 19,312 △11,264

四半期純利益 152,202 170,214
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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22年２月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 

 至 平成23年７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又は税金等調整前四半
期純損失（△） 765,346 △54,075

減価償却費 306,575 451,364

減損損失 27,862 72,050

固定資産除却損 2,270 621

災害損失 － 117,334

賞与引当金の増減額（△は減少） 9,425 20

ポイント引当金の増減額（△は減少） 434 △4,709

株主優待引当金の増減額（△は減少） △21,594 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 25,118 23,535

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,965 △38,287

貸倒引当金の増減額（△は減少） △865 －

受取利息及び受取配当金 △2,797 △2,483

支払利息 15,216 17,686

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 454,967

売上債権の増減額（△は増加） 180,058 △269,777

たな卸資産の増減額（△は増加） △97,269 781,658

仕入債務の増減額（△は減少） △368,471 △793,179

その他 △264,256 314,209

小計 585,017 1,070,937

利息及び配当金の受取額 2,302 2,283

利息の支払額 △12,172 △15,067

災害損失の支払額 － △22,715

法人税等の支払額 △222,791 △233,392

営業活動によるキャッシュ・フロー 352,355 802,045
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年７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 △5,875 －

定期預金の払戻による収入 6,084 －

有形固定資産の取得による支出 △510,870 △534,237

無形固定資産の取得による支出 △11,644 △14,226

敷金及び保証金の差入による支出 △454,924 △102,791

敷金及び保証金の返還請求権買戻しによる支出 － △84,597

敷金及び保証金の回収による収入 24,142 238,330

資産除去債務の履行による支出 － △51,827

その他 △20,375 △36,139

投資活動によるキャッシュ・フロー △973,463 △585,489

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） 449,399 619,886

長期借入金の返済による支出 △141,040 △199,800

社債の償還による支出 △184,750 △160,000

割賦債務の返済による支出 △3,273 △1,857

配当金の支払額 △156,648 △158,217

その他 △4,683 △13,084

財務活動によるキャッシュ・フロー △40,995 86,926

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,194 234

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △673,297 303,718

現金及び現金同等物の期首残高 1,594,141 800,401

現金及び現金同等物の四半期末残高 920,843 1,104,119

㈱バルス(2738)平成24年１月期 第２四半期決算短信

- 10 -



 該当事項はありません。   

  

 [事業の種類別セグメント情報] 

 前第２四半期連結会計期間（自平成22年５月１日 至平成22年７月31日）  

 （注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

    ２ 各区分の主な商品 

     （1）インテリア・雑貨小売販売事業……家具・生活雑貨及びデザイン家電 

     （2）家電企画卸売販売事業………………デザイン家電 

     （3）その他事業……………………………戸建住宅の設計及び施工 

    ３ 事業区分の変更 

     事業区分の方法については、従来「インテリア・雑貨小売販売事業」「家電企画卸売販売事業」「その他事 

    業」の３区分により分類しておりましたが、「その他事業」については、前第３四半期連結会計期間において、

    連結子会社であった（株）東京住宅は当社が保有する株式のすべてを売却し、連結の範囲から除外したことに伴

    い事業区分を廃止しております。 

  

    前第２四半期連結累計期間（自平成22年２月１日 至平成22年７月31日） 

     事業の種類として「インテリア・雑貨小売販売事業」及び「家電企画卸売販売事業」を行っておりますが、 

    「インテリア・雑貨小売販売事業」の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益

    の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しており

    ます。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
インテリア・雑
貨小売販売事業 

（千円） 

家電企画卸売販
売事業（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  7,801,108 250,845 8,051,953 －  8,051,953

（2）セグメント間の内部売上 
     高又は振替高 

 － 3,800 3,800 (3,800)  －

計  7,801,108 254,646 8,055,754 (3,800)  8,051,953

営業利益  306,839 54,471 361,311  4,523  365,834
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     （追加情報） 

       従来、事業の種類別セグメント情報は「インテリア・雑貨小売販売事業」及び「家電企画卸売販売事業」、

      「その他事業」に区分しておりましたが、四半期連結財務諸表規則様式第一号（記載上の注意９）に基づき、

          事業の種類別セグメント情報の記載を省略しました。 

       なお、従来の区分により記載した場合は下記のとおりです。  

    当第２四半期連結累計期間（自平成22年２月１日 至平成22年７月31日） 

 （注）１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

    ２ 各区分の主な商品 

     （1）インテリア・雑貨小売販売事業……家具・生活雑貨及びデザイン家電 

     （2）家電企画卸売販売事業………………デザイン家電 

    ３ 事業区分の変更 

     事業区分の方法については、従来「インテリア・雑貨小売販売事業」「家電企画卸売販売事業」「その他事 

    業」の３区分により分類しておりましたが、「その他事業」については、前第３四半期連結会計期間において、

    連結子会社であった（株）東京住宅は当社が保有する株式のすべてを売却し、連結の範囲から除外したことに伴

    い事業区分を廃止しております。   

  

  [所在地別セグメント情報] 

  前第２四半期連結会計期間（自平成22年５月１日 至平成22年７月31日）及び前第２四半期連結累計期間（自平

 成22年２月１日 至平成22年７月31日） 

   本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

  記載を省略しております。 

  

  [海外売上高]  

  前第２四半期連結会計期間（自平成22年５月１日 至平成22年７月31日）及び前第２四半期連結累計期間（自平

 成22年２月１日 至平成22年７月31日） 

    海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

   [セグメント情報]  

  当第２四半期連結累計期間（自平成23年２月１日 至平成23年７月31日）及び当第２四半期連結会計期間（自平

 成23年５月１日 至平成23年７月31日） 

   当社グループは、インテリア・雑貨小売販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

   （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。   

  

 該当事項はありません。  

  

  
インテリア・雑
貨小売販売事業

（千円） 

家電企画卸売販
売事業（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  15,695,030 325,883 16,020,914 －  16,020,914

（2）セグメント間の内部売上  
     高又は振替高 

 － 12,523 12,523 (12,523)  －

計  15,695,030 338,407 16,033,437 (12,523)  16,020,914

営業利益  826,321 10,214 836,536  6,164  842,700

（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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４．「参考」

（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

  
  

当第２四半期会計期間末 
前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 
（平成23年７月31日） (平成23年１月31日) 

資産の部     

流動資産     

現金及び預金  1,985,708  1,657,690

受取手形及び売掛金  2,352,979  2,100,949

商品及び製品  4,777,281  5,612,543

その他  473,165  669,389

流動資産合計  9,589,135  10,040,572

固定資産     

有形固定資産     

建物及び構築物（純額）  2,671,579  2,146,746

その他（純額）  195,241  224,489

有形固定資産合計  2,866,820  2,371,236

  無形固定資産  128,949  142,261

  投資その他の資産     

敷金及び保証金  3,093,371  3,025,927

その他  1,502,188  1,279,409

投資その他の資産合計  4,595,559  4,305,336

固定資産合計  7,591,329  6,818,834

資産合計  17,180,464  16,859,407
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（注）この四半期貸借対照表は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。 

  

  

（単位：千円）

  
  

当第２四半期会計期間末 
前事業年度末に係る 

要約貸借対照表 
（平成23年７月31日） (平成23年１月31日) 

負債の部     

流動負債     

支払手形及び買掛金  3,462,797  4,261,878

短期借入金  600,000  －

未払法人税等  260,000  262,889

賞与引当金  64,556  63,124

ポイント引当金  17,781  22,490

資産除去債務   15,827  －

その他  2,182,451  2,050,472

流動負債合計  6,603,414  6,660,855

固定負債     

社債  250,000  350,000

長期借入金  460,600  660,400

退職給付引当金  209,265  185,996

役員退職慰労引当金  151,988  190,276

資産除去債務   850,374  －

その他  131,574  92,756

固定負債合計  2,053,802  1,479,429

負債合計  8,657,216  8,140,284

純資産の部     

株主資本     

資本金  1,680,879  1,680,879

資本剰余金  1,816,870  1,816,870

利益剰余金  5,784,708  5,979,202

自己株式  △754,529  △754,795

株主資本合計  8,527,928  8,722,156

評価・換算差額等     

その他有価証券評価差額金  △4,680  △3,033

評価・換算差額等合計  △4,680  △3,033

純資産合計  8,523,248  8,719,122

負債純資産合計  17,180,464  16,859,407
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（注）この四半期損益計算書は、四半期財務諸表等規則に基づいて作成しておりますが、法定開示におけるレビュー対象

ではありません。 

  

  

（２）四半期損益計算書

      （第２四半期累計期間） 

    （単位：千円）

  
前第２四半期累計期間 当第２四半期累計期間 
(自 平成22年２月１日 (自 平成23年２月１日 
 至 平成22年７月31日)  至 平成23年７月31日) 

売上高  15,287,344  15,678,178

売上原価  6,032,568  6,308,495

売上総利益  9,254,775  9,369,683

販売費及び一般管理費  8,445,083  8,707,757

営業利益  809,691  661,925

営業外収益     

受取利息  688  449

受取配当金  2,000  1,999

受取家賃  33,045  39,116

その他  13,466  16,550

営業外収益合計  49,201  58,115

営業外費用     

支払利息  11,913  15,360

賃貸費用  40,341  44,239

その他  14,541  10,705

営業外費用合計  66,795  70,305

経常利益  792,097  649,735

特別利益     

投資損失引当金戻入額   351  －

株主優待券引当金戻入額   4,865       －

ポイント引当金戻入額  －  4,709

権利金収入   －  15,000

分配金収入   2,171  －

特別利益合計  7,388  19,709

特別損失     

固定資産売却損  1,029       －

減損損失  27,862  72,050

店舗閉鎖損失  16,116  5,406

店舗改装費用   17,440  4,157

災害による損失   －  117,334

投資損失引当金繰入額  －  7,521

役員退職慰労金  －  19,833

資産除去債務会計基準の適用に伴う

影響額 
 －  454,967

特別損失合計  62,449  681,272

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（△） 
 737,036  △11,827

法人税、住民税及び事業税  235,323  229,075

法人税等調整額  92,701  △203,912

法人税等合計  328,025  25,163

四半期純利益又は四半期純損失（△）  409,011  △36,990
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