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(百万円未満切捨て)

１．平成25年６月期第１四半期の業績（平成24年７月１日～平成24年９月30日）

（１）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 ％

25年６月期第１四半期 4,910 △1.0 △99 ― △97 ― △104 ―

24年６月期第１四半期 4,962 0.6 △59 ― △23 ― △54 ―

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

25年６月期第１四半期 △24 95 ―

24年６月期第１四半期 △12 87 ―

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年６月期第１四半期 17,599 12,282 69.8

24年６月期 17,879 12,470 69.7

(参考) 自己資本 25年６月期第１四半期 12,282百万円 24年６月期 12,470百万円

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

24年６月期 ― 20 00 ― 20 00 40 00

25年６月期 ―

25年６月期(予想) 20 00 ― 20 00 40 00

３．平成25年６月期の業績予想（平成24年７月１日～平成25年６月30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) 11,473 6.8 197 △4.8 201 △26.1 17 △63.8 4 04

通期 24,181 7.1 1,127 12.7 1,135 4.3 374 38.0 88 95



  

 

 
(注)  詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項」をご覧ください。 

  

 
  

・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おりませ

ん。 

  

・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当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）３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）業績予想に関する定性

的情報」をご覧ください。 

  

※  注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

  ①  会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

  ②  ①以外の会計方針の変更 ： 無

  ③  会計上の見積りの変更 ： 有

  ④  修正再表示 ： 無

（３）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) 25年６月期１Ｑ 5,505,000株 24年６月期 5,505,000株

②  期末自己株式数 25年６月期１Ｑ 1,300,246株 24年６月期 1,300,172株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年６月期１Ｑ 4,204,801株 24年６月期１Ｑ 4,204,828株

※  四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期累計期間における店舗展開につきましては、新規出店では手芸専門店「クラフトハート

トーカイ」６店舗（うち５店舗は中・小型店舗）及び「クラフトパーク」２店舗の合計８店舗を開設

し、退店では「クラフトハートトーカイ」２店舗、「クラフトパーク」１店舗の合計３店舗を実施しま

した。この結果、当第１四半期会計期間末の総店舗数は前事業年度末比５店舗純増の432店舗となりま

した。 

店舗販売部門につきましては、手芸専門店では、店舗内ソーイングスクールの開講を前事業年度末比

８店舗増の95店舗に拡大するとともに、既存の店頭講習会においても受講者数の増加に努め、顧客層の

拡大を図りました。商品面では、節約志向や防災意識をテーマにしたエコスタイル提案のほか、和雑

貨・和布・和調クラフトの売場の構築を推し進めました。また、生活雑貨専門店では、夏物の衣料・服

飾品とひんやり・ＵＶ商品が好調に推移しました。当部門の売上高は、商品区分別では手芸用品、衣料

品及び生活雑貨が前年同四半期を上回りましたものの、毛糸、生地及び和洋裁服飾品が前年同四半期を

下回り、47億７百万円（前年同四半期比1.1％減）となりました。 

通信販売部門につきましては、手芸用品のネット通販サイトでは、著名な手芸作家等との相互リンク

によるアクセス数の増大を図りましたほか、生活雑貨のネット通販サイトでは、店舗販売部門の店舗に

おける販売状況を活用し、売れ筋商品の早期導入による売上高の増大を図りました。当部門の売上高

は、商品区分別では毛糸、手芸用品、生地、和洋裁服飾品及び生活雑貨は前年同四半期を上回りました

ものの、衣料品が前年同四半期を下回り、１億91百万円（前年同四半期比0.4％減）となりました。 

その他の部門につきましては、売上高は12百万円（前年同四半期比1.6％減）となりました。 

これらの結果、当第１四半期累計期間の業績は、全業態既存店売上高が3.2％の減収となり、売上高

は49億10百万円（前年同四半期比1.0％減）、営業損失は99百万円（前年同四半期59百万円の営業損

失）、経常損失は97百万円（前年同四半期23百万円の経常損失）、四半期純損失は１億４百万円（前年

同四半期54百万円の四半期純損失）となりました。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報
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（資産） 

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ２億80百万円減少し、175億99百

万円となりました。流動資産は２億99百万円減少し、固定資産は19百万円増加しております。流動資

産の減少は、主に商品が４億51百万円増加しましたものの、現金及び預金が７億97百万円減少しまし

たことによるものであり、固定資産の増加は、主にその他に含まれております建設仮勘定が19百万円

増加しましたことによるものであります。 

（負債） 

当第１四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ92百万円減少し、53億16百万円とな

りました。流動負債は１億３百万円減少し、固定負債は10百万円増加しております。流動負債の減少

は、主に支払手形及び買掛金が２億19百万円、賞与引当金が81百万円とそれぞれ増加しましたもの

の、未払法人税等が２億78百万円、その他に含まれております未払金が１億７百万円とそれぞれ減少

しましたことによるものであります。 

（純資産） 

当第１四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ１億87百万円減少し、122億82百

万円となりました。主に利益剰余金が１億89百万円減少しましたことによるものであります。 

  

平成24年８月９日に公表しました平成25年６月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想につきま

しては、現時点では変更はありません。 

今後、業績見込につきまして見直しが必要と判断した場合には、適時かつ適切に開示します。 

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期会計期間より、平成24年７月１日以降に取得した有

形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

なお、この変更による当第１四半期累計期間の損益に与える影響額は軽微であります。 

  

  

（２）財政状態に関する定性的情報

（３）業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,300,173 4,503,033

受取手形及び売掛金 109,974 114,600

商品 5,725,006 6,176,850

貯蔵品 288 625

その他 1,141,269 1,181,806

貸倒引当金 △2,480 △2,567

流動資産合計 12,274,233 11,974,350

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 849,646 851,697

土地 1,555,250 1,555,250

リース資産（純額） 586,358 599,193

その他（純額） 73,943 89,577

有形固定資産合計 3,065,199 3,095,719

無形固定資産 68,470 64,479

投資その他の資産   

差入保証金 2,146,165 2,145,039

その他 325,401 319,579

貸倒引当金 △8 △8

投資その他の資産合計 2,471,559 2,464,611

固定資産合計 5,605,229 5,624,809

資産合計 17,879,462 17,599,160
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年６月30日) 

当第１四半期会計期間 
(平成24年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,375,300 2,595,272

リース債務 175,361 186,911

未払法人税等 323,000 44,965

未払消費税等 56,398 30,602

賞与引当金 40,762 122,287

ポイント引当金 333,257 328,412

資産除去債務 10,044 11,770

その他 839,538 729,896

流動負債合計 4,153,662 4,050,119

固定負債   

リース債務 420,629 422,662

役員退職慰労引当金 169,016 169,665

資産除去債務 301,933 302,559

その他 364,176 371,855

固定負債合計 1,255,755 1,266,742

負債合計 5,409,417 5,316,861

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,375,850 2,375,850

資本剰余金 2,526,080 2,526,080

利益剰余金 10,043,753 9,854,734

自己株式 △2,470,574 △2,470,671

株主資本合計 12,475,108 12,285,993

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △5,063 △3,694

評価・換算差額等合計 △5,063 △3,694

純資産合計 12,470,044 12,282,298

負債純資産合計 17,879,462 17,599,160
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（２）四半期損益計算書 
 第１四半期累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成23年７月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成24年７月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 4,962,861 4,910,972

売上原価 1,932,208 1,890,092

売上総利益 3,030,652 3,020,880

販売費及び一般管理費 3,089,961 3,120,831

営業損失（△） △59,308 △99,951

営業外収益   

受取利息 539 470

受取配当金 24 24

協賛金収入 19,495 1,423

受取手数料 5,052 1,918

仕入割引 7,940 －

その他 6,146 2,278

営業外収益合計 39,199 6,115

営業外費用   

支払利息 2,057 3,031

減価償却費 413 380

その他 659 507

営業外費用合計 3,130 3,919

経常損失（△） △23,238 △97,755

特別利益   

固定資産売却益 68 －

特別利益合計 68 －

特別損失   

固定資産売却損 99 －

固定資産除却損 1,774 1,075

減損損失 4,155 8,704

店舗閉鎖損失 5,650 2,150

投資有価証券評価損 823 －

特別損失合計 12,504 11,930

税引前四半期純損失（△） △35,674 △109,685

法人税、住民税及び事業税 31,296 33,801

法人税等調整額 △12,837 △38,565

法人税等合計 18,459 △4,764

四半期純損失（△） △54,133 △104,921
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

 

 
(注)  １  「その他の部門」は、主に不動産賃貸収入であります。 

２  上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 

 
(注)  １  「その他」は、主に会員制による入会金の収入であります。 

２  上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

 

 
(注)  「クラフトハートトーカイ」、「クラフトワールド」、「クラフトパーク」及び「クラフトループ」は 

手芸・クラフト専門店であり、「サントレーム」は生活雑貨専門店であります。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

事業部門別・商品区分別売上高等の状況

① 事業部門別売上状況

区分

前第１四半期累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日)

(参考)前事業年度
(平成24年６月期)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

店舗販売部門 4,758,658 95.9 4,707,701 95.9 21,585,435 95.6

通信販売部門 191,792 3.9 191,062 3.9 937,379 4.2

その他の部門 12,410 0.2 12,209 0.2 49,271 0.2

合計 4,962,861 100.0 4,910,972 100.0 22,572,086 100.0

② 商品区分別売上状況

区分

前第１四半期累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日)

(参考)前事業年度
(平成24年６月期)

金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％) 金額(千円) 構成比(％)

毛糸 192,963 3.9 190,042 3.9 1,551,002 6.9

手芸用品 1,492,488 30.1 1,502,777 30.6 6,312,172 28.0

生地 1,191,150 24.0 1,171,304 23.8 5,318,434 23.6

和洋裁服飾品 1,415,729 28.5 1,390,278 28.3 6,300,384 27.9

衣料品 129,851 2.6 120,834 2.5 640,549 2.8

生活雑貨 400,610 8.1 405,468 8.3 1,840,727 8.1

その他 140,067 2.8 130,267 2.6 608,816 2.7

合計 4,962,861 100.0 4,910,972 100.0 22,572,086 100.0

③ 業態別店舗数の状況

区分

前第１四半期累計期間
(自 平成23年７月１日
至 平成23年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成24年７月１日
至 平成24年９月30日)

(参考)前事業年度
(平成24年６月期)

出店 退店 四半期末 出店 退店 四半期末 出店 退店 期末

クラフトハートトーカイ 14 3 335 6 2 356 44 16 352

クラフトワールド ― ― 2 ― ― 2 ─ ― 2

クラフトパーク ― 1 40 2 1 40 ― 2 39

クラフトループ ― ― 5 ― ― 5 ─ ― 5

サントレーム 4 1 28 ― ― 29 5 1 29

合計 18 5 410 8 3 432 49 19 427
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