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1.  平成24年8月期第2四半期の連結業績（平成23年9月1日～平成24年2月29日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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8月期第2四半期 6,104 △11.7 582 3.8 604 21.0 296 54.3
23年8月期第2四半期 6,910 △20.8 560 221.3 499 396.0 191 439.1

（注）包括利益 24年8月期第2四半期 296百万円 （54.4％） 23年8月期第2四半期 192百万円 （454.2％）

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8月期第2四半期 28.86 ―
23年8月期第2四半期 18.70 ―

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8月期第2四半期 18,176 11,988 66.0 1,168.66
23年8月期 18,596 11,651 62.7 1,135.79
（参考） 自己資本   24年8月期第2四半期  11,988百万円 23年8月期  11,651百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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8月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
24年8月期 ― 0.00
24年8月期（予想） ― 5.00 5.00

3.  平成24年8月期の連結業績予想（平成23年9月1日～平成24年8月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 11,764 △8.3 626 △13.1 642 0.7 213 △15.8 20.76



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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きの対象外であり、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きは終了しております。 

※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
実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「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年8月期2Q 10,260,500 株 23年8月期 10,260,500 株
② 期末自己株式数 24年8月期2Q 2,047 株 23年8月期 2,047 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年8月期2Q 10,258,453 株 23年8月期2Q 10,258,575 株
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（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は、第１四半期連結累計期間に引き続き、粗利改善を目的とし、ＰＢ（プライベート

ブランド）商品開発を継続して強化し、少品種多量販売を積極的に取り入れてまいりました。その結果、粗利率につ

いては57.6％（前年同期は53.4％）となりました。 

新規店舗は１店舗を出店し、当第２四半期末の直営店舗数は224店舗となりました。 

営業面につきましては、昨今の自粛ムードは引き続いており、消費環境は押し上げられず苦戦いたしました。こ

れらの結果、売上高は6,104百万円（前年同期比11.7％減）となりました。売上総利益は、3,517百万円（前年同期比

4.7％減）となりました。経費については、第１四半期連結累計期間より計画以下に推移しており販売費及び一般管

理費は2,935百万円（前年同期比6.3％減）となりました。 

以上のような結果、当第２四半期連結累計期間の営業利益は582百万円（前年同期比3.8％増）となり、経常利益

は、604百万円（前年同期比21.0％増）となりました。 

法人税等合計308百万円を調整した結果、四半期純利益は296百万円（前年同期比54.3％増）となりました。 

 セグメントの業績は、次のとおりであります。  

  当社グループの報告セグメントは、小売事業及び卸売事業でありますが、卸売事業の全セグメントに占める割合が

僅少であり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。 

  

（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２四半期末における総資産は18,176百万円となり、前連結会計年度末に比べ927百万円減少いたしました。

これは主に、流動資産において、現金および預金が959百万円が減少し、たな卸資産が447百万円増加したこと、

固定資産が126万円減少したこと等によるものであります。 

 負債合計は6,187百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,203百万円減少いたしました。これは主に、長期借

入金589百万円の減少、支払手形および買掛金207百万円の減少等によるものであります。 

 純資産合計は11,988百万円となり、前連結会計年度末に比べ275百万円増加いたしました。これは主に、利益剰

余金275百万円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２四半期連結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、2,087百万円増加

し、6,495百万円となりました。  

 当第２四半期連結累計期間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） 

 営業活動の結果支出した資金は、171百万円（前年同期は547百万円の収入）となりました。これは主に、税金等調

整前当期純利益604百万円に対し、棚卸資産の増減による支出447百万円等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） 

 投資活動の結果得られた資金は、3,063百万円（前年同期比1,281.8％増）となりました。これは主に、定期預金の

払戻3,050百万円、有形固定資産の取得18百万円等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） 

 財務活動の結果支出した資金は、804百万円（前年同期比163.6％増）となりました。これは、短期借入金の増加

100百万円に対し、長期借入金の返済884百万円、配当金の支払20百万円によるものであります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年10月7日付「平成23年８月期決算短信」にて発表いたしました業績予想を下記の通り修正いたします。 

平成24年8月期通期連結業績予想数値の修正（平成23年9月1日～平成24年8月31日）  

本日付にて発表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 該当事項はありません。   

   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。 

  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 

  

前回発表予想（A） 

 百万円

13,493

 百万円

760

 百万円

647

 百万円

462

  円 銭

45.02

 今回修正予想（B） 11,764 626 642 213 20.76

 増減額（B-A） △1,729 △134 △5 △249 ―

 増減率（％） △12.8 △17.6 △0.8 △53.9 ―

 （ご参考）前期実績 

（平成23年8月期）  
12,830 720 600 253 24.71

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年２月29日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,523,073 6,563,514 

受取手形及び売掛金 102,389 82,562 

商品 6,551,120 6,998,443 

繰延税金資産 322,034 91,836 

その他 305,501 264,686 

貸倒引当金 △2,006 △513 

流動資産合計 14,802,113 14,000,531 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,242,864 1,185,231 

その他（純額） 1,495,978 1,466,808 

有形固定資産合計 2,738,843 2,652,040 

無形固定資産 24,743 22,383 

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,479,854 1,444,744 

その他 78,316 74,762 

貸倒引当金 △19,672 △18,244 

投資その他の資産合計 1,538,498 1,501,263 

固定資産合計 4,302,084 4,175,686 

資産合計 19,104,197 18,176,217 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 734,674 527,094 

短期借入金 700,000 800,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,552,644 1,258,530 

未払法人税等 180,122 70,843 

賞与引当金 13,091 18,799 

資産除去債務 1,105 751 

その他 405,321 370,567 

流動負債合計 3,586,959 3,046,586 

固定負債   

長期借入金 3,014,679 2,424,761 

退職給付引当金 155,747 162,649 

役員退職慰労引当金 87,280 90,655 

資産除去債務 281,939 283,491 

その他 264,770 179,385 

固定負債合計 3,804,417 3,140,943 

負債合計 7,391,377 6,187,529 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年２月29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 7,216,925 7,492,502 

自己株式 △1,191 △1,191 

株主資本合計 11,715,166 11,990,743 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △2,346 △2,055 

その他の包括利益累計額合計 △2,346 △2,055 

純資産合計 11,712,820 11,988,688 

負債純資産合計 19,104,197 18,176,217 
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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９月１日 

 至 平成23年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年２月29日) 

売上高 6,910,331 6,104,246 

売上原価 3,218,456 2,586,581 

売上総利益 3,691,875 3,517,664 

販売費及び一般管理費 3,131,092 2,935,391 

営業利益 560,782 582,273 

営業外収益   

受取利息 7,541 6,113 

受取配当金 68 64 

受取賃貸料 32,634 30,606 

デリバティブ評価益 － 85,385 

その他 14,562 2,843 

営業外収益合計 54,806 125,012 

営業外費用   

支払利息 42,133 34,621 

為替差損 39,878 37,978 

賃貸収入原価 26,403 23,682 

デリバティブ評価損 6,954 － 

その他 430 6,039 

営業外費用合計 115,800 102,321 

経常利益 499,788 604,965 

特別利益   

補助金収入 1,906 － 

過年度損益修正益 15,771 － 

特別利益合計 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 － 

賃貸借契約解約損 499 － 

特別損失合計 242,109 － 

税金等調整前四半期純利益 275,356 604,965 

法人税、住民税及び事業税 69,351 76,494 

法人税等調整額 14,151 232,376 

法人税等合計 83,502 308,871 

少数株主損益調整前四半期純利益 191,854 296,093 

四半期純利益 191,854 296,093 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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９月１日 

 至 平成23年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年２月29日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 191,854 296,093 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 165 291 

その他の包括利益合計 165 291 

四半期包括利益 192,019 296,384 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 192,019 296,384 
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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９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年２月29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 275,356 604,965 

減価償却費 135,195 107,507 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 241,609 － 

補助金収入 △1,906 － 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,472 △2,921 

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,201 5,707 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 1,544 6,901 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,358 3,375 

受取利息及び受取配当金 △7,609 △6,177 

支払利息 42,133 34,621 

為替差損益（△は益） 2,069 △3,264 

デリバティブ評価損益（△は益） 6,954 △85,385 

売上債権の増減額（△は増加） 5,564 19,826 

たな卸資産の増減額（△は増加） △582,396 △447,322 

仕入債務の増減額（△は減少） △62,205 △214,728 

未払消費税等の増減額（△は減少） 15,501 △3,920 

未収消費税等の増減額（△は増加） 82,515 17,868 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 53,640 81,787 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △208,006 △33,635 

その他 8,567 6,194 

小計 30,559 91,399 

利息及び配当金の受取額 7,609 6,177 

利息の支払額 △40,518 △34,953 

補助金の受取額 1,906 － 

保険金の受取額 2,645 － 

法人税等の支払額 △40,339 △234,331 

営業活動によるキャッシュ・フロー △38,136 △171,709 

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 △3,000,209 － 

定期預金の払戻による収入 2,000,000 3,050,198 

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 △2,880 △18,364 

有形固定資産の除却による支出 △13,387 △235 

無形固定資産の取得による支出 － △213 

投資有価証券の取得による支出 △291 △213 

敷金及び保証金の差入による支出 △9,700 △14,399 

敷金及び保証金の回収による収入 197,948 49,509 

その他 △185 △2,649 

投資活動によるキャッシュ・フロー 171,295 3,063,632 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 100,000 

長期借入金の返済による支出 △819,892 △884,032 

配当金の支払額 － △20,516 

財務活動によるキャッシュ・フロー △819,892 △804,548 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △71 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △686,734 2,087,303 

現金及び現金同等物の期首残高 4,114,088 4,408,640 

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,427,354 6,495,943 
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該当事項はありません。 

   

   

  当社グループの報告セグメントは、小売事業及び卸売事業でありますが、卸売事業の全セグメントに占める割合

が僅少であり、開示情報としての重要性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しております。 

   

   

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）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象

㈱雑貨屋ブルドッグ（3331）　平成24年8月期　第2四半期決算短信

9


	uji
	SW_CreateHT



