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1.  平成24年8月期の連結業績（平成23年9月1日～平成24年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年8月期 11,257 △12.3 628 △13.6 655 9.2 124 △50.9
23年8月期 12,830 △22.9 727 ― 600 ― 253 ―

（注）包括利益 24年8月期 123百万円 （△51.1％） 23年8月期 253百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年8月期 12.12 ― 1.1 3.6 5.6
23年8月期 24.71 ― 2.2 3.1 5.7

（参考） 持分法投資損益 24年8月期  ―百万円 23年8月期  ―百万円

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 16,994 11,816 69.5 1,151.85
23年8月期 19,104 11,712 61.3 1,141.77

（参考） 自己資本   24年8月期  11,816百万円 23年8月期  11,712百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

24年8月期 △383 3,113 △1,573 5,567
23年8月期 547 239 △491 4,408

2.  配当の状況 

 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年8月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 20 8.1 0.2
24年8月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 51 41.3 0.4
25年8月期(予想) ― 0.00 ― 5.00 5.00 20.5

3. 平成25年 8月期の連結業績予想（平成24年 9月 1日～平成25年 8月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 

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

第2四半期(累計) 5,960 △2.3 326 △44.0 323 △46.6 223 △24.6 21.74
通期 12,000 6.6 500 △20.5 500 △23.7 250 101.1 24.37
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※  注記事項 
(1) 期中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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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 2,047 株 23年8月期 2,047 株
③ 期中平均株式数 24年8月期 10,258,453 株 23年8月期 10,258,538 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年8月期の個別業績（平成23年9月1日～平成24年8月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年8月期 10,699 △12.1 360 △46.1 351 △44.3 31 △89.2
23年8月期 12,168 △23.8 667 ― 631 ― 291 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年8月期 3.08 ―
23年8月期 28.45 ―

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 15,567 10,589 68.0 1,032.22
23年8月期 17,520 10,577 60.4 1,031.13

（参考） 自己資本 24年8月期  10,589百万円 23年8月期  10,577百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、連結財務諸表および財務諸表に対する監査手続
きが実施中です。 

※ 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作成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可
能性があります。業績予想の前提となる仮定および業績予想のご利用にあたっての注意事項につきましては添付資料の4ページをご参照ください。 
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(1）経営成績に関する分析  

①営業の経過及び成果  

当連結会計期間は、営業面では、いまだ消費動向は数字を押し上げるには至りませんでした。仕入に関しては、

円高による好影響もあり、値入改善が進み、粗利率56.1％（前年比3.3ポイント増）となりました。経費面につきま

しては、経費削減効果も踏まえ、概ね想定どおりの推移をいたしました。 

 これらの結果、売上高は11,257百万円（前年比12.3％減）となりました。営業利益は628百万円（前年比13.6％

減）、経常利益は655百万円（前年比9.2％増）となりました。 

 特別損失179百万円、法人税・住民税及び事業税133百万円、法人税等調整額217百万円を計算し、当期利益は124百

万円（前年比50.9％減）となりました。 

②次期見通し 

平成25年8月期（平成24年9月1日～平成25年8月31日）については、国内景況感は依然回復を見せず、不透明感が

引きつづくものと予想されます。これらの状況下から不動産市況は一部の都心を除き停滞し、当社グループにおいて

は出店の好機と考えております。そのような状況下において、既存業態については新規出店を増大し、売上の拡大に

向けて取り組みます。また既存店舗においては、当社のコンセプトに合った品揃えに磨きをかけ、シーズンイベント

を強化し、既存店売上高は前年を越える計画で参ります。 

PB商品については、強化するシーズンイベント商品を中心に開発し、更なる値入改善の基軸となる政策として引

き続き進めてまいります。 

人材面については、社内体制の強化を計画的に実施する為に積極的な採用活動を実施してまいります。 

また、次の柱となる新規事業を設立し、単年度での複数店舗出店を行い、新たな展開を目指してまいります。  

 以上のような結果、売上高12,000百万円（前年比6.4％増）、営業利益500百万円（前年比20.5％減）、経常利益

500百万円（前年比23.7％減）、当期利益250百万円（前年比101.0％増）を見込んでおります。 

 部門及び主要品目別販売実績  

(2）財政状態に関する分析 

 ①資産、負債及び純資産の状況 

（資産） 

当連結会計年度末の総資産は前連結会計年度末に比べて2,109百万円減少し、16,994百万円となりました。 

 流動資産は前連結会計年度末に比べて1,853百万円減少し、12,948百万円となりました。これは主に現金及び預金

の減少1,902百万円によるものであります。 

 固定資産は前連結会計年度末に比べて255百万円減少し4,046百万円となりました。これは主に有形固定資産の減少

189百万円、敷金及び保証金の減少89百万円によるものであります。 

（負債） 

 当連結会計年度末の負債合計は、前連結会計年度末に比べて2,213百万円減少し、5,178百万円となりました。これ

は主に借入金の減少1,552百万円、支払手形及び買掛金の減少390百万円によるものであります。 

（純資産） 

 当連結会計年度末の純資産は、前連結会計年度末に比べて103百万円増加し、11,816百万円となりました。これは

主に利益剰余金の増加103百万円によるものであります。 

１．経営成績・財政状態に関する分析

区 分 

 前連結会計年度 

（自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８月31日） 

 当連結会計年度 

（自 平成23年９月１日 

 至 平成24年８月31日） 

 増 減 

 金額（百万円）  金額（百万円） 金額（百万円） 
前年同期比 

（％）  

 小 

 売 

 部 

 門 

 ファッション雑貨類  4,729  4,302  △426  △9.0

 インテリア雑貨類  1,224  1,189  △34  △2.8

 生活家庭雑貨類  1,757  1,335  △422  △24.0

 ホビー・文具類  3,978  3,282  △695  △17.5

 イベント・その他  471  589  118  25.1

小 計  12,160  10,699  △1,461  △12.0

卸売 

部門 
小売業者卸売部門  669  558  △110  △16.5

合 計  12,830  11,257  △1,572  △12.3
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 ②キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の当連結会計年度末残高は

5,567百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,158百万円増加いたしました。  

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因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） 

営業活動により支出した資金は383百万円（前期は547百万円の増加）となりました。主な要因は税金等調整前当期純

利益475百万円に対し、仕入債務の減少429百万円、法人税等の支払い370百万円などであります。 

（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3,113百万円（前期比1,202.7％増）となりました。主な要因は定期預金の預け入れ53

百万円に対し、定期預金の払い戻し3,115百万円、敷金及び保証金の返還131百万円などであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動により使用した資金は1,573百万円（前期比219.8％増）となりました。主な要因は借入金の返済による支出

1,552百万円、配当金の支払20百万円であります。 

  

  

(注) 自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

１．各指標はいずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

２．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して

おります。有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象と

しております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しておりま

す。 

３．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

   

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、利益配分につきましては将来の事業展開と経営体質の強化のために必要な内部留保を確保しつつ安定した

配当を継続して実施していくことを基本方針としております。 

 当期の業績を総合的に勘案した結果、１株当たり５円といたします。次期につきましては、利益計画を勘案し、１

株当たり５円を計画しております。内部留保資金につきましては、将来における積極的な事業拡大を図るため、有効

投資してまいりたいと考えております。 

  

(4）事業等のリスク 

当社グループの経営成績、財務状況および株価等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがありま

す。なお、以下に掲げる事業等のリスクは、本資料発表日現在において当社グループが入手可能な情報や合理的な判

断に基づいております。また、下記以外の予測し難いリスクも存在し、当社の事業等のリスクはこれらに限定される

ものではありません。当社グループは、これらリスク要因が発生する可能性を十分認識したうえで事業運営を行って

おります。 

   平成22年８月期  平成23年８月期  平成24年８月期 

 自己資本比率(％)   59.9   61.3   69.5

 時価ベースの自己資本比率(％)   9.3   10.8   12.4

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率(％)   3.8   9.6   △9.7

 インタレスト・カバレッジ・レシオ    16.5    7.1   △11.6
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(1）当社グループの事業内容及び業績の推移について 

   ①事業内容 

 当社グループは、アクセサリー、インテリア小物、パーティーグッズ、文房具など雑貨類の販売を行っており

ます。当社グループの取り扱う商品は、10歳代から20歳代の若者を主な対象顧客としており、全品が「贈り物

（ギフト）」に適した品揃えとなっております。また、当社グループの取り扱う雑貨類の多くは、「消費者の生

活に潤いを与えたり、楽しい気持ちになっていただく」事を目的に開発された商品となっており、一部で取り扱

っている「衣食住」に関わるいわゆる生活必需品や実用品についても、デザイン性や楽しさを重視した商品で構

成されております。このため、流行等に敏感な対象顧客の嗜好・ニーズを的確に捉えているか否かによって、当

社グループの業績は変動する可能性があります。当社グループにおいては、商品企画等の専任担当者を配置し、

国内及び海外（米国）の流行等を的確に把握することに努めております。 

  

②業績の推移 

 当社業績の伸長は主に新規出店による店舗数増加によってもたらされておりますが、新規出店は人件費及び減

価償却費等といった固定費の増加を伴うものでもあります。このため、売上実績が予想を下回った場合や事業年

度の末日近くに出店が集中した場合等には、新規出店が全体の利益水準の減少要因となる場合があります。 

  

(2）出店政策及び出店地域について 

①出店政策について 

 当社グループが新規出店する際の出店先の選定につきましては、入居保証金や賃借料等の出店条件、商圏人口

等を総合的に勘案いたします。当社グループは常に個別店舗の採算を重視した店舗展開を行っており、当社グル

ープの出店条件に合致する物件がなければ、出店予定数を変更することもあるため、当社グループの業績見通し

に影響を及ぼす可能性があります。 

  

②出店地域の拡大について 

 当社グループは、当連結会計年度末には219店舗を中部地区及び九州地区を中心として、全国に展開しており、

今後も未出店地域への出店を継続していく方針であります。ただし、このような新たに進出する地区及び道府県

においては、当社グループの知名度が低いと考えられることから、新規店舗が従来の出店地域と同水準の収益を

得られるかどうかについては不透明であります。 

  

(3）出店に関する法的規制等について 

 当社グループは、店舗の出店・増床について、平成12年6月１日より施行された「大規模小売店舗立地法」（以

下、「大店立地法」という）により規制を受けております。なお、大店立地法は、売場面積1,000㎡超の新規出店

及び既存店舗の変更を規制の対象として、都道府県知事への届出を義務づけており、交通渋滞、ゴミ処理、騒音

など出店に伴う地域の生活環境への配慮が審査されることになっております。また、平成13年5月18日より施行さ

れております「改正都市計画法」においては、自治体の裁量で出店制限地域が設定されるなど、今後の新規出店

及び既存店舗の増床についても、法的規制による影響を受けることが考えられます。平成24年８月末現在で、当

社グループの直営店219店舗のうち、入間店（埼玉県）の1店舗が売場面積1,000㎡超であるため、これらの規制の

対象となっております。この店舗は転借契約物件でありますが、転貸人によって既に「大店立地法」及び「改正

都市計画法」に基づく届出は済んでおり、名義変更等の必要な手続と対応は完了しております。 

  

(4）プライベート・ブランド(ＰＢ)商品について 

 当社グループにおいては、ＰＢ商品の売上高が、前連結会計年度2,977百万円（売上構成比28.3％）、当連結会

計年度2,763百万円（売上構成比27.1％）と推移しており、ＰＢ商品は当社及び連結子会社㈱商研に設置している

商品開発部門において開発されております。また、年間約2,000アイテムに及ぶ新商品の発表を季節に合わせて年

４回開催しており、当社グループの大きな強みとなりつつあります。今後もより一層ＰＢ商品の開発に力を入れて

いく予定であります。ＰＢ商品は、販売計画を勘案して生産ロットを効率的に抑えておりますが、買取契約に基づ

いた見込み生産となっております。ＰＢ商品の販売動向によっては、買取契約となっていることによって、 

在庫が積み上がる可能性があります。また、原材料の値上がりにより、製造原価が上がり、売上総利益率に悪影響

を及ぼす可能性があります。 
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(5）新規参入リスクについて 

 近年においてはファッション雑貨業界に対して各企業からの関心が集まり、様々な業態の小売店舗において雑

貨商品を取り扱っております。現時点では、ファッション雑貨業界へ新規参入する会社の動向は不透明であり、

当社グループの主な出店形態である郊外型の単独店舗での専門店はまだ少ないものの、将来においては、この業

界への新規参入は充分に予想されます。 

  

(6）商品の輸入について 

 当社グループの連結子会社㈱商研では、海外からの輸入高が前連結会計年度923百万円（同社の仕入構成比率

31.6％）、当連結会計年度780百万円（同社の仕入構成比率33.0％）と推移しております。当社グループでは、中

国を中心とするアジア各国にＰＢ商品の生産拠点を置いているため、これらの国の政治体制の変動や、経済情

勢、法律の改正、紛争、伝染病の流行等の不測の事態が発生した場合には当社グループの業績に影響を与える可

能性があります。また、輸入に伴う外貨建仕入債務に係る為替変動リスクを回避する目的で、当社グループでは

クーポンスワップ取引を行っておりますが、これらのデリバティブ取引によって全てのリスクを回避できるとは

限らないため、為替の変動によって業績に影響を与える可能性があります。 

  

(7）従業員数の確保について 

 当社グループが新規出店による店舗数の拡大を計画実施する中で、人材確保の手段として新卒者の採用を計画

的に実施しております。教育期間を含め、先行した人員確保による人件費の増加が予想されるため、売上高が計

画通りに計上されない場合には利益に影響を与える可能性があります。 

  

(8）借入金依存度が高いことについて 

 当社グループは、新規店舗出店に伴う建築費用や敷金・保証金、店舗立ち上げのための商品在庫等への投資資

金を主に金融機関からの借入金により調達してきました。また昨今の景気動向の不安定さによる資金需要は高ま

っております。当連結会計年度末の長期借入金(一年以内返済予定の長期借入金を含む)は前連結会計年度末4,567

百万円から当連結会計年度末3,014百万円と推移しております。基本的に資金の調達は金融機関からの長期借入金

に依存しております。これに伴う金利負担は中長期的には増加傾向にあります。新規出店に係る設備投資資金の

回収結果は店舗の売場規模によって異なりますが、計画上は２年から4.5年で回収可能としております。これに対

し、金融機関から調達する長期借入金の多くは返済期間を５年としているため、調達資金の返済には余裕がある

ものと判断しております。しかし、新規出店店舗の予期せぬ業績不振が発生した場合には、当該借入返済の為の

十分なキャッシュを確保できない可能性があります。 

  

(５）継続企業の前提に関する重要事象等 

 該当事項はありません。 
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当社グループは、当社（株式会社雑貨屋ブルドッグ）、子会社１社により構成されており、アクセサリー、インテリア

小物、パーティーグッズ、文房具など雑貨類の販売事業を行っております。 

 
① 株式会社 雑貨屋ブルドッグ（当社） 

 当社は当企業集団中の小売部門を担っており、ファッション雑貨店「雑貨屋ブルドッグ」、生活雑貨店「ザナード」

をチェーン展開し、その運営を行っております。 

 「雑貨屋ブルドッグ」は「夢と楽しさと感動を追求するギフトショップ」であります。店内はアクセサリー等ファッ

ション雑貨を始め、仮装・パーティ用品といったバラエティグッズ、電池で作動する小型玩具等、幅広い商品を揃えて

にぎやかでボリューム感のある売場づくりを重視し、18～22歳の女性をコアターゲットとしつつも、老若男女を問わ

ず、幅広いお客様に「見て」「買って」楽しんでいただける店づくりとなっております。 

 一方、「ザナード」は、対象顧客を20～30歳代の女性に特化した業態であります。商品構成は「雑貨屋ブルドッグ」

の商品構成に比べ、より実用性・デザイン性の高い「衣料」「インテリア」「アクセサリー」を中心としたものとなっ

ております。店内も上品で落ち着いた雰囲気を演出し、大人の女性向けの生活雑貨店となっております。  

２．企業集団の状況
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② 株式会社 商研 

 連結子会社の株式会社商研は、当企業集団中で卸売部門を担っております。当社を始めとした専門店や量販店各社に

対する各種ファンシー雑貨、ファッション雑貨の卸売、また、オリジナルファンシー雑貨「ピーチ・サロン」の開発・

卸売も行っております。 

 前連結会計年度及び当連結会計年度において、当企業グループ（当社及び連結子会社）は、アクセサリー、インテリ

ア小物、パーティーグッズ、文房具など雑貨類の小売・卸売を行っております。 

 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。 

 平成23年８月期及び平成24年８月期に係る当社の主要品目別の売上高構成比率は下表の通りであります。小売部門は

当社の売上高であり、小売業者卸売部門は連結子会社株式会社商研の売上高であります。 

  

 （売上構成比率） 

   

区分 主な商品 

第35期 

（自 平成22年９月１日 

至 平成23年８月31日） 

第36期 

（自 平成23年９月１日 

至 平成24年８月31日） 

売上高構成比率（％） 売上高構成比率（％） 

小 

売 

部 

門 

ファッション雑貨類 
アクセサリー、バッグ、ハンカチ、ソックス、衣料、腕時

計、化粧品など 
   36.9    38.2

インテリア雑貨類 木製品、オルゴール、インテリアなど      9.5      10.6

生活家庭雑貨類 
タオル、バス用品、テーブルウェア、その他ファブリッ

クなど 
   13.7    11.9

ホビー・文具類 
ギフト商品、レター、文具、食品、ぬいぐるみ、キャラク

ターなど 
   31.0    29.2

イベント・その他 
オリジナルギフト、イベント商品（クリスマスグッズ、バレ

ンタイングッズ）など 
   3.7    5.2

小計    94.8    95.0

卸売 

部門 
小売業者卸売部門    5.2    5.0

合計    100.0    100.0
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(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、コアターゲットを18才～22才の女性に設定したファッション雑貨店を展開しております。「来て楽しい」

「見て楽しい」「買って楽しい」という商品コンセプトを貫き、日々の商売を通じ、お客様や地域社会に「ファッシ

ョンやトレンド」や「夢」「感動」「楽しさ」をいち早くお届けできる企業でありつづけることを目標といたしてお

ります。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社では、既存店売上高前年比率、売上高総利益率、売上高経常利益率、自己資本利益率（ＲＯＥ）といった指標

を重視して経営を行っております。既存店売上高前年比率は、当社の本来の営業力をはかるものさしであります。経

営の意識を売上規模拡大に偏らせることなく、個店の営業力と店舗新設ペースとのバランスをとっていくことがひと

つの大きな経営課題であります。また、売上高総利益率に関しては、当社の成長戦略のひとつでありますＰＢ商品強

化の効果測定の指標として、昨今、特に推移を注視しております。売上高経常利益率については、営業力や経費管理

力等、当社本業の評価としてこの指標を特に注視しております。自己資本利益率につきましては経営効率の重要な判

断指標であり、かつ、株主様のご関心の高い指標であると認識し、重要視しております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略  

 過去当社が計上した 高売上高、 高利益に戻すことを目標に、経営基盤の再構築を行うことが急務であると考え

ております。 

 過去の出店経験を活かし、今後の出店計画を構築します。一方、商品政策につきましては、原価を抑えて利益率の

アップを図ると同時に、厳しい経済環境および将来の消費動向を見通したＭＤ政策を計画してまいります。また、人

材面では、新規採用と人材の教育に注力し、人員基盤の若返りと強化を図り、計画的に実施いたします。 

 一方さらなる発展のために、新規事業の立ち上げと拡大を目指し活動してまいります。これまでの小売業のノウハ

ウが活かされるものを中心に検討してまいります。  

 これらの施策により、更なる成長を目指してまいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

①出店戦略 

成長路線へのシフト変更を行い、積極的に新規店舗の出店に取り組みます。従来のロードサイド出店に加え、シ

ョッピングセンターや中心街への出店を実施してまいりましたが、地域ごとの商環境を踏まえ一段と強化してまいり

ます。 

新規事業においては、多店舗化を目差し拡大をしてまいります。 

②営業・商品戦略 

コンセプトに合致したマーチャンダイジングのブラッシュアップを行い、さらにシーズンイベントを強化してま

いります。 

店舗運営においては、地区本部制を導入し権限委譲を行い、よりスピーディーに政策実行がされる組織体系の構

築を目指します。現場責任者として女性を積極的に登用してまいります。 

卸売業としての外販部門を強化し、グループ外の小売業に対しても積極的に営業活動を行い、売上の拡大につな

げてまいります。 

PB商品に代表される利益率の高い商品の開発により、より収益性の高い企業を目指します。特にシーズンイベン

ト商品はPB化率を上げていきます。PB商品の持つ独自性・価格の優位性を生かし、製販一体で利益を得られるよう進

めてまいります。PB比率については中期計画で45％を目標に進めてまいります。 

③人事戦略 

競争の原理を取り入れ、組織の活性化、若返りを図ってまいります。組織の強化、新規出店や新規事業の多店舗

化を踏まえ、新卒・中途採用を含め積極的な採用を実施ししてまいります。また販売力の強化のため、現場店長の教

育に力をいれ、 前線の強化を図ってまいります。 

  

(5）内部管理体制の整備・運用状況 

 当社グループは、「内部統制システムに関する基本的な考え方及びその整備状況」を2012年2月28日付の「コーポ

レート・ガバナンスに関する報告書」において開示しておりますので、ご参照ください。 

  

(6）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。  

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）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) 

当連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,523,073 5,620,294 

受取手形及び売掛金 102,389 84,917 

商品 6,551,120 6,759,370 

繰延税金資産 322,034 93,322 

その他 305,501 391,243 

貸倒引当金 △2,006 △846 

流動資産合計 14,802,113 12,948,301 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,357,051 4,372,548 

減価償却累計額 △3,114,186 △3,256,099 

建物及び構築物（純額） 1,242,864 1,116,448 

什器備品 2,592,389 2,585,536 

減価償却累計額 △2,352,781 △2,406,433 

什器備品（純額） 239,607 179,102 

土地 1,253,770 1,253,770 

建設仮勘定 2,327 － 

その他 18,546 18,546 

減価償却累計額 △18,273 △18,424 

その他（純額） 273 122 

有形固定資産合計 2,738,843 2,549,443 

無形固定資産 24,743 20,095 

投資その他の資産   

投資有価証券 7,378 7,171 

敷金及び保証金 1,479,854 1,390,754 

破産更生債権等 2,200 2,200 

繰延税金資産 20,816 31,735 

その他 47,921 62,844 

貸倒引当金 △19,672 △18,138 

投資その他の資産合計 1,538,498 1,476,566 

固定資産合計 4,302,084 4,046,105 

資産合計 19,104,197 16,994,407 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 734,674 343,871 

短期借入金 700,000 700,000 

1年内返済予定の長期借入金 1,552,644 1,130,436 

未払法人税等 180,122 69,557 

賞与引当金 13,091 13,196 

資産除去債務 1,105 3,565 

その他 405,321 362,209 

流動負債合計 3,586,959 2,622,837 

固定負債   

長期借入金 3,014,679 1,884,243 

退職給付引当金 155,747 161,858 

役員退職慰労引当金 87,280 58,071 

資産除去債務 281,939 277,612 

その他 264,770 173,538 

固定負債合計 3,804,417 2,555,323 

負債合計 7,391,377 5,178,161 

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 7,320,750 

自己株式 △1,191 △1,191 

株主資本合計 11,715,166 11,818,991 

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 △2,745 

その他の包括利益累計額合計 △2,346 △2,745 

純資産合計 11,712,820 11,816,246 

負債純資産合計 19,104,197 16,994,407 
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年８月31日) 

売上高 12,830,091 11,257,864 

売上原価 6,052,150 4,937,030 

売上総利益 6,777,940 6,320,833 

販売費及び一般管理費 6,049,977 5,691,918 

営業利益 727,963 628,915 

営業外収益   

受取利息 14,162 10,017 

受取配当金 186 173 

受取賃貸料 65,214 60,462 

受取手数料 143 18,321 

デリバティブ評価益 － 112,253 

その他 23,219 17,182 

営業外収益合計 102,926 218,410 

営業外費用   

支払利息 77,065 64,050 

賃貸収入原価 54,000 47,364 

為替差損 79,295 77,073 

デリバティブ評価損 19,120 － 

その他 1,359 3,791 

営業外費用合計 230,841 192,279 

経常利益 600,048 655,046 

特別利益   

過年度損益修正益 15,771 － 

補助金収入 1,906 － 

特別利益合計 17,677 － 

特別損失   

固定資産除却損 6,317 4,224 

役員退職慰労金 － 164,666 

減損損失 34,537 2,295 

賃貸借契約解約損 499 7,892 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 241,609 － 

災害による損失 1,501 － 

特別損失合計 284,467 179,079 

税金等調整前当期純利益 333,259 475,966 

法人税、住民税及び事業税 170,417 133,818 

法人税等調整額 △90,728 217,806 

法人税等合計 79,688 351,624 

少数株主損益調整前当期純利益 253,570 124,341 

当期純利益 253,570 124,341 
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 253,570 124,341 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △304 △399 

その他の包括利益合計 △304 △399 

包括利益 253,265 123,942 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 253,265 123,942 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 2,066,567 2,066,567 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,066,567 2,066,567 

資本剰余金   

当期首残高 2,432,864 2,432,864 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 2,432,864 2,432,864 

利益剰余金   

当期首残高 6,963,355 7,216,925 

当期変動額   

剰余金の配当 － △20,516 

当期純利益 253,570 124,341 

当期変動額合計 253,570 103,825 

当期末残高 7,216,925 7,320,750 

自己株式   

当期首残高 △1,170 △1,191 

当期変動額   

自己株式の取得 △20 － 

当期変動額合計 △20 － 

当期末残高 △1,191 △1,191 

株主資本合計   

当期首残高 11,461,617 11,715,166 

当期変動額   

剰余金の配当 － △20,516 

当期純利益 253,570 124,341 

自己株式の取得 △20 － 

当期変動額合計 253,549 103,825 

当期末残高 11,715,166 11,818,991 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年８月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

当期首残高 △2,041 △2,346 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △304 △399 

当期変動額合計 △304 △399 

当期末残高 △2,346 △2,745 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △2,041 △2,346 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △304 △399 

当期変動額合計 △304 △399 

当期末残高 △2,346 △2,745 

純資産合計   

当期首残高 11,459,575 11,712,820 

当期変動額   

剰余金の配当 － △20,516 

当期純利益 253,570 124,341 

自己株式の取得 △20 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △304 △399 

当期変動額合計 253,244 103,425 

当期末残高 11,712,820 11,816,246 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 

 至 平成23年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 333,259 475,966 

減価償却費 272,691 220,306 

減損損失 34,537 2,295 

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） 2,584 △2,693 

賞与引当金の増減額（△は減少） 13,091 104 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,698 6,110 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 174 △29,209 

受取利息及び受取配当金 △14,348 △10,190 

支払利息 77,065 34,621 

為替差損益（△は益） 6,379 △1,574 

デリバティブ評価損益（△は益） 19,120 △112,253 

固定資産除却損 6,317 △3,115 

賃貸借契約解約損 499 5,000 

売上債権の増減額（△は増加） 10,235 17,472 

たな卸資産の増減額（△は増加） △227,238 △208,249 

仕入債務の増減額（△は減少） △61,314 △429,505 

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,172 △236 

未収消費税等の増減額（△は増加） 100,659 △41 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △9,022 82,259 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △170,206 △47,432 

その他 6,761 10,754 

小計 656,821 10,389 

利息及び配当金の受取額 14,348 10,190 

利息の支払額 △76,651 △33,095 

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 △51,512 △370,609 

営業活動によるキャッシュ・フロー 547,558 △383,124 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８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 △6,000,209 △53,625 

定期預金の払戻による収入 5,000,000 3,115,180 

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 △22,411 △22,320 

有形固定資産の除却による支出 △20,214 △6,194 

無形固定資産の取得による支出 △300 △513 

投資有価証券の取得による支出 △625 △310 

敷金及び保証金の差入による支出 △19,967 △47,838 

敷金及び保証金の回収による収入 305,020 131,938 

賃借権利金の支払額 △1,060 － 

その他 △1,231 △2,829 

投資活動によるキャッシュ・フロー 239,001 3,113,486 

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 1,200,000 － 

長期借入金の返済による支出 △1,691,884 △1,552,644 

自己株式の取得による支出 △20 － 

配当金の支払額 － △20,516 

財務活動によるキャッシュ・フロー △491,904 △1,573,160 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △102 1,574 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 294,551 1,158,775 

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期末残高 4,408,640 5,567,415 
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 該当事項はありません。 

  

１．連結の範囲に関する事項 

(1) 連結子会社の数 １社 

連結子会社の名称 ㈱商研 

(2) 非連結子会社の名称等 

なし 

２．持分法の適用に関する事項 

(1) 持分法適用の非連結子会社 なし 

なお、関連会社はありません。 

(2) 持分法を適用していない非連結子会社の名称等 

なし 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の事業年度末日と連結決算日は一致しております。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動

平均法により算定）  

② デリバティブ 

時価法 

③ たな卸資産 

商品 

主として売価還元法による原価法  

（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

定率法を採用しております。ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物（附属設備を除く）につい

ては、定額法によっております。 

なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

建物及び構築物 ３～45年 

什器備品 ２～20年  

② 無形固定資産 

定額法を採用しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における利用可能期間

（５年）に基づいております。 

③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成20年８月31日以前のリース取

引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。  

(3）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当連結会計年度負担額を計上しており

ます。 

③ 退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末における退職給付債務に基づき計上しております。

なお、数理計算上の差異は、発生年度に費用処理しております。 

④ 役員退職慰労引当金 

    役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末要支給額を計上しております。

(5)継続企業の前提に関する注記

(6)連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項
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(4）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しており

ます。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たしている金利スワップについて特例処理によっております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 

（ヘッジ手段） 

金利スワップ 

（ヘッジ対象） 

借入金利息 

③ ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワップ取引を行っております。 

④ ヘッジ有効性評価の方法 

特例処理によっている金利スワップについては、有効性の評価を省略しております。 

(6）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

手許現金、随時引き出し可能な預金及び安易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっております。  

(7）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式を採用しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

(7)会計方針の変更

(8)会計上の見積りの変更
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※ 担保に供している資産 

  

上記担保に対する債務 

  

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含ま

れております。 

  

※２ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  

※３ 過年度修正損益の内訳 

  

(9)連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成23年８月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年８月31日） 

建物及び構築物 千円 301,759 千円 67,461

土地  1,155,479  709,121

計  1,457,238  776,583

  
前連結会計年度 

（平成23年８月31日） 
当連結会計年度 

（平成24年８月31日） 

短期借入金  千円 － 千円 494,980

１年内返済予定の長期借入金  569,980  287,992

長期借入金  805,020  517,028

計  1,375,000  1,300,000

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年９月１日 

至 平成24年８月31日） 

千円 42,015 千円 6,338

  
前連結会計年度 

（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年９月１日 

至 平成24年８月31日） 

広告宣伝費 千円 125,946 千円 57,654

給料手当  2,078,247  2,050,959

賞与引当金繰入額  13,091  13,196

退職給付費用  20,523  16,160

役員退職慰労引当金繰入額  6,146  6,125

賃借料  2,153,627  2,046,125

減価償却費  268,035  212,123

消耗品・修繕費  136,482  131,634

水道光熱費  548,970  485,451

貸倒引当金繰入額  8,264  1,401

前連結会計年度 
（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年９月１日 

至 平成24年８月31日） 

未払事業所税確定納付差額 千円 15,771   千円 －
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※４ 固定資産除却損の内訳 

  

※５ 減損損失 

前連結会計年度（自 平成22年９月１日 至 平成23年８月31日） 

 当社グループはキャッシュ・フローを生み出す 小単位について、各店舗を基本単位としてグルーピ

ングしております。 

 店舗については営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであるため、減損を認識し、当該減少額

を減損損失（34,537千円）として計上しました。 

  

 減損損失の内訳は以下のとおりであります。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価値がマイナスであり、また処分価値もないと認め

られるため回収可能価額を零として評価しております。 

  

当連結会計年度（自 平成23年９月１日 至 平成24年８月31日） 

 当社グループはキャッシュ・フローを生み出す 小単位について、各店舗を基本単位としてグルーピ

ングしております。 

 店舗については営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであるため、減損を認識し、当該減少額

を減損損失（2,295千円）として計上しました。 

  

 減損損失の内訳は以下のとおりであります。 

 なお、当該資産グループの回収可能価額は、使用価値がマイナスであり、また処分価値もないと認め

られるため回収可能価額を零として評価しております。 

  

前連結会計年度 
（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年９月１日 

至 平成24年８月31日） 

建物及び構築物 千円 4,288   千円 3,891

什器備品  1,977    332

投資その他の資産その他 

（長期前払費用） 
 51    －

計  6,317    4,224

場所 用途 種類 減損損失(千円) 

群馬県  店舗（１店） 建物及び構築物、什器備品  996

福岡県 店舗（１店） 建物及び構築物、什器備品  33,541

科目 金額（千円） 

建物及び構築物  33,107

什器備品  1,430

場所 用途 種類 減損損失(千円) 

静岡県  店舗（１店） 建物及び構築物、什器備品  2,007

奈良県 店舗（１店） 建物  288

科目 金額（千円） 

建物及び構築物  1,599

什器備品  696
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※６ 災害による損失の内訳 

  

前連結会計年度(自 平成22年９月1日 至 平成23年８月31日) 

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加122株は、単元未満株式の買取りによる増加122株であります。 

2.配当に関する事項 

(1)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

  

当連結会計年度(自 平成23年９月1日 至 平成24年８月31日) 

1.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

2.配当に関する事項 

(1)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

前連結会計年度 
（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年９月１日 

至 平成24年８月31日） 

災害資産の原状回復費用 千円 1,501   千円 －

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
当連結会計年度期首
株式数(株) 

当連結会計年度増加
株式数(株) 

当連結会計年度減少 
株式数(株) 

当連結会計年度末 
株式数(株) 

発行済株式     

普通株式  10,260,500  －  －  10,260,500

合計  10,260,500  －  －  10,260,500

自己株式     

普通株式  1,925  122  －  2,047

合計  1,925  122  －  2,047

決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成23年11月25日

定時株主総会 
普通株式 20,516千円 ２円 平成23年８月31日 平成23年11月28日 

  
当連結会計年度期首
株式数(株) 

当連結会計年度増加
株式数(株) 

当連結会計年度減少 
株式数(株) 

当連結会計年度末 
株式数(株) 

発行済株式     

普通株式  10,260,500  －  －  10,260,500

合計  10,260,500  －  －  10,260,500

自己株式     

普通株式  2,047  －  －  2,047

合計  2,047  －  －  2,047

決議 株式の種類 配当金の総額 1株当たり配当額 基準日 効力発生日 

平成24年11月28日

定時株主総会 
普通株式 51,292千円 ５円 平成24年８月31日 平成24年11月29日 
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※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

前連結会計年度（自 平成22年９月１日  至 平成23年８月31日）及び当連結会計年度（自 平成23年９月１

日  至 平成24年８月31日） 

  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。

  

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。 

 該当事項はありません。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

  
前連結会計年度 

（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年９月１日 

至 平成24年８月31日） 

現金及び預金勘定 千円 7,523,073 千円 5,620,294

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △3,114,433  △52,878

現金及び現金同等物  4,408,640  5,567,415

（セグメント情報等）

セグメント情報

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年９月１日 

至 平成24年８月31日） 

１株当たり純資産額 円 1,141.77

１株当たり当期純利益 円 24.71

１株当たり純資産額 円 1,151.85

１株当たり当期純利益 円 12.12

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年９月１日 

至 平成24年８月31日） 

当期純利益（千円）  253,570  124,341

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  253,570  124,341

期中平均株式数（千株）  10,258  10,258

（重要な後発事象）
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(1）役員の異動 

  ① 代表取締役の異動  

 該当事項はありません。 

 ② その他の役員の異動 

 ・取締役の退任 

 取締役 会長 内山恭昭 平成24年２月29日退任  

  

(2）その他 

 該当事項はありません。 

  

  

５．その他
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