
 

 

平成 25 年 12 月 20 日 

各 位 

会 社 名 株式会社雑貨屋ブルドッグ 

代表者名 代表取締役社長 久岡 卓司 

 （ＪＡＳＤＡＱ・コード 3331） 

問合せ先 経営管理部長 江間 順次郎 

電話 053－585－9001 

 

 
（訂正・数値データ訂正）｢平成 25 年 8 月期 第 1 四半期決算短信〔日本基準〕（連結）｣ 

の一部訂正について 
 

 
当社は、平成 25 年 11 月 11 日付の｢第三者委員会の調査報告書受領に関するお知らせ｣で開示いたしました

とおり、過年度の決算を訂正することといたしました。 

このため、平成 25 年 1月 15 日に発表いたしました｢平成 25年 8月期 第 1四半期決算短信〔日本基準〕（連

結）｣の記載内容を訂正いたしましたのでお知らせいたします。また、修正後の数値データも送信いたします。 

訂正箇所が多数であるため、訂正前及び訂正後の全文をそれぞれ添付し、訂正箇所には下線  を付して

表示しております。 

 

 

 



【訂正前】 

  

１．平成25年８月期第１四半期の連結業績（平成24年９月１日～平成24年11月30日） 

（注）包括利益 25年８月期第１四半期 △310百万円（－％） 24年８月期第１四半期 5百万円（－％） 

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

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） 

  

  

 

平成25年８月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成25年１月15日

上場会社名 株式会社雑貨屋ブルドッグ 上場取引所 大  

コード番号 3331 ＵＲＬ  http://www.z-bulldog.com/ 

代表者 （役職名） 代表取締役 （氏名）小楠 昭彦 

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名）飯田 佳三 ＴＥＬ  053-585-9001 

四半期報告書提出予定日 平成25年１月15日     

配当支払開始予定日 －     

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 ％ 

25年８月期第１四半期  2,086  △20.4  △225  －  △207  －  △310  －

24年８月期第１四半期  2,620  △9.5  45  18.6  49  96.5  5  －

  
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８月期第１四半期  △30.26  －

24年８月期第１四半期  0.57  －

  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 

25年８月期第１四半期  18,129  11,454  63.2  1,116.59

24年８月期  16,994  11,816  69.5  1,151.85

（参考）自己資本 25年８月期第１四半期 百万円11,454   24年８月期 百万円11,816

  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８月期  － 0.00 －  5.00 5.00

25年８月期  －         

25年８月期 
（予想） 

  0.00 －  5.00 5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％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

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※注記事項 

  

  

（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 

本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定

の条件に基づいており、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。 

  

（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

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        ： 無

④ 修正再表示             ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年８月期１Ｑ 10,260,500株 24年８月期 10,260,500株

② 期末自己株式数 25年８月期１Ｑ 2,047株 24年８月期 2,047株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年８月期１Ｑ 10,258,453株 24年８月期１Ｑ 10,258,453株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間は、営業面では、未だ消費動向は弱く、数字を押し上げるには至りませんでした。 

経費については、予算内にて推移しております。 

これらの結果、売上高は2,086百万円（前年同期比20.4％減）となりました。営業損失は225百万円（前年同期

は、45百万円の営業利益）となり、経常損失は207百万円（前年同期は、49百万円の経常利益）となりました。その

他特別損失および法人税等を計上し、四半期純損失は310百万円（前年同期は、５百万円の四半期純利益）となりま

した。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における総資産は18,129百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,135百万円増加いたしました。

これは主に、流動資産において現預金が1,089百万円増加し、商品が217百万円増加したこと、固定資産が75百万円減

少、投資その他の資産が38百万円減少したこと等によるものであります。 

 負債合計は、6,675百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,497百万円増加いたしました。これは主に、支払手形

および買掛金が327百万円、借入金が1,205百万円増加したこと、未払法人税等が36百万円減少したこと等によるもの

であります。 

 純資産合計は11,454百万円となり、前連結会計年度末に比べ361百万円減少いたしました。これは主に、配当金の

支払い51百万円と、四半期純損失310百万円による利益剰余金の減少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24年10月12日に発表いたしました連結業績予想の修正はございません。 

   

   

（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 

簡便な会計処理 

①たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、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出する方法によっております。 

  

②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 

 （会計上の見積もりの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

    当社及び国内連結子会社は、法人税法の改定に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年９月１日以降に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

    この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

   

   

   

該当事項はありません。   

１．当四半期決算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

３．継続企業の前提に関する重要事象等



  

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24年８月31日） 
当第１四半期連結会計期間 
（平成24年11月30日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 5,620,294 6,709,612

  受取手形及び売掛金 84,917 83,599

  商品 6,759,370 6,976,801

  繰延税金資産 93,322 88,854

  その他 391,243 300,588

  貸倒引当金 △846 △154

  流動資産合計 12,948,301 14,159,301

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 1,116,448 1,091,477

   その他（純額） 1,432,995 1,421,165

  有形固定資産合計 2,549,443 2,512,643

  無形固定資産 20,095 19,919

  投資その他の資産 

   敷金及び保証金 1,390,754 1,370,947

   その他 103,950 83,175

   貸倒引当金 △18,138 △16,217

  投資その他の資産合計 1,476,566 1,437,906

  固定資産合計 4,046,105 3,970,469

 資産合計 16,994,407 18,129,771

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 343,871 671,332

  短期借入金 700,000 700,000

  １年内返済予定の長期借入金 1,130,436 1,082,236

  未払法人税等 69,557 33,234

  賞与引当金 13,196 －

  資産除去債務 3,565 2,720

  その他 362,209 473,033

  流動負債合計 2,622,837 2,962,556

 固定負債 

  長期借入金 1,884,243 3,137,484

  退職給付引当金 161,858 163,488

  役員退職慰労引当金 58,071 22,112

  資産除去債務 277,612 278,341

  その他 173,538 111,281

  固定負債合計 2,555,323 3,712,707

 負債合計 5,178,161 6,675,263



  

（単位：千円）

      
前連結会計年度 

（平成24年８月31日） 
当第１四半期連結会計期間 
（平成24年11月30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 7,320,750 6,959,036

  自己株式 △1,191 △1,191

  株主資本合計 11,818,991 11,457,277

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 △2,745 △2,769

  その他の包括利益累計額合計 △2,745 △2,769

 純資産合計 11,816,246 11,454,507

負債純資産合計 16,994,407 18,129,771



（第１四半期連結累計期間） 

  

（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）

（単位：千円）

    
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年９月１日 
至 平成23年11月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年９月１日 
至 平成24年11月30日） 

売上高 2,620,109 2,086,305

売上原価 1,120,479 949,995

売上総利益 1,499,630 1,136,309

販売費及び一般管理費 1,453,637 1,361,431

営業利益又は営業損失（△） 45,993 △225,121

営業外収益 

 受取利息 4,109 1,708

 受取配当金 40 64

 受取賃貸料 15,660 14,910

 デリバティブ評価益 34,268 41,236

 その他 1,903 2,321

 営業外収益合計 55,983 60,240

営業外費用 

 支払利息 18,721 13,424

 為替差損 21,351 17,034

 賃貸収入原価 11,841 11,543

 その他 266 156

 営業外費用合計 52,180 42,158

経常利益又は経常損失（△） 49,795 △207,039

特別損失 

 役員退職慰労金 － 64,666

 特別損失合計 － 64,666

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（△） 
49,795 △271,705

法人税、住民税及び事業税 31,667 35,213

法人税等調整額 12,247 3,503

法人税等合計 43,914 38,716

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
5,880 △310,422

四半期純利益又は四半期純損失（△） 5,880 △310,422



（第１四半期連結累計期間） 

  

（四半期連結包括利益計算書）

（単位：千円）

    
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年９月１日 
至 平成23年11月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年９月１日 
至 平成24年11月30日） 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益

調整前四半期純損失（△） 
5,880 △310,422

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 △492 △24

 その他の包括利益合計 △492 △24

四半期包括利益 5,388 △310,446

（内訳） 

 親会社株主に係る四半期包括利益 5,388 △310,446



  該当事項はありません。 

    

 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。  

（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

（５）セグメント情報等

（６）重要な後発事象



【訂正後】 

  

１．平成25年８月期第１四半期の連結業績（平成24年９月１日～平成24年11月30日） 

（注）包括利益 25年８月期第１四半期 △373百万円（－％） 24年８月期第１四半期 △99百万円（－％） 

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

  

  

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） 

  

  

 

平成25年８月期 第１四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成25年１月15日

上場会社名 株式会社雑貨屋ブルドッグ 上場取引所 大  

コード番号 3331 ＵＲＬ  http://www.z-bulldog.com/ 

代表者 （役職名） 代表取締役 （氏名）小楠 昭彦 

問合せ先責任者 （役職名） 取締役 （氏名）飯田 佳三 ＴＥＬ  053-585-9001 

四半期報告書提出予定日 平成25年１月15日     

配当支払開始予定日 －     

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 ％ 

25年８月期第１四半期  2,086  △20.4  △287  －  △270  －  △373  －

24年８月期第１四半期  2,620  △9.5  △69  －  △65  －  △99  －

  
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８月期第１四半期  △36.38  －

24年８月期第１四半期  △9.66  －

  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 

25年８月期第１四半期  17,283  10,505  60.8  1,024.11

24年８月期  16,191  10,930  67.5  1,065.50

（参考）自己資本 25年８月期第１四半期 百万円10,505   24年８月期 百万円10,930

  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８月期  － 0.00 －  5.00 5.00

25年８月期  －         

25年８月期 
（予想） 

  0.00 －  5.00 5.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

  （％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

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※注記事項 

  

  

（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 

本資料に記載している業績見通し等の将来に関する記述は、当社が入手している情報及び合理的であると判断する一定

の条件に基づいており、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。 

  

（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

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        ： 無

④ 修正再表示             ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年８月期１Ｑ 10,260,500株 24年８月期 10,260,500株

② 期末自己株式数 25年８月期１Ｑ 2,047株 24年８月期 2,047株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年８月期１Ｑ 10,258,453株 24年８月期１Ｑ 10,258,453株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間は、営業面では、未だ消費動向は弱く、数字を押し上げるには至りませんでした。 

経費については、予算内にて推移しております。 

これらの結果、売上高は2,086百万円（前年同期比20.4％減）となりました。営業損失は287百万円（前年同期

は、69百万円の営業利益）となり、経常損失は270百万円（前年同期は、65百万円の経常損失）となりました。その

他特別損失および法人税等を計上し、四半期純損失は373百万円（前年同期は、99百万円の四半期純損失）となりま

した。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期末における総資産は17,283百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,091百万円増加いたしました。

これは主に、流動資産において現預金が1,089百万円増加し、商品が144百万円増加したこと、有形固定資産が29百万

円減少、投資その他の資産が14百万円減少したこと等によるものであります。 

 負債合計は、6,777百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,516百万円増加いたしました。これは主に、支払手形

および買掛金が327百万円、借入金が1,205百万円増加したこと、未払法人税等が36百万円減少したこと等によるもの

であります。 

 純資産合計は10,505百万円となり、前連結会計年度末に比べ424百万円減少いたしました。これは主に、配当金の

支払い51百万円と、四半期純損失373百万円による利益剰余金の減少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24年10月12日に発表いたしました連結業績予想の修正はございません。 

   

   

（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 

簡便な会計処理 

①たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、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出する方法によっております。 

  

②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 

 （会計上の見積もりの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

    当社及び国内連結子会社は、法人税法の改定に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年９月１日以降に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

    この変更による当第１四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。  

   

   

   

該当事項はありません。   

１．当四半期決算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

３．継続企業の前提に関する重要事象等



  

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24年８月31日） 
当第１四半期連結会計期間 
（平成24年11月30日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 5,620,294 6,709,612

  受取手形及び売掛金 84,917 83,599

  商品 6,237,830 6,382,787

  繰延税金資産 38,546 31,568

  その他 391,243 300,588

  貸倒引当金 △846 △154

  流動資産合計 12,371,985 13,508,001

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 982,365 961,909

   その他（純額） 1,382,231 1,373,409

  有形固定資産合計 2,364,596 2,335,318

  無形固定資産 20,095 19,919

  投資その他の資産 

   敷金及び保証金 1,390,754 1,370,947

   その他 62,011 65,187

   貸倒引当金 △18,138 △16,217

  投資その他の資産合計 1,434,626 1,419,918

  固定資産合計 3,819,319 3,775,157

 資産合計 16,191,305 17,283,158

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 343,871 671,332

  短期借入金 700,000 700,000

  １年内返済予定の長期借入金 1,130,436 1,082,236

  未払法人税等 69,557 33,234

  賞与引当金 13,196 －

  資産除去債務 3,565 2,720

  その他 369,643 480,922

  流動負債合計 2,630,270 2,970,445

 固定負債 

  長期借入金 1,884,243 3,137,484

  退職給付引当金 161,858 163,488

  役員退職慰労引当金 58,071 22,112

  資産除去債務 277,612 278,341

  その他 248,753 205,365

  固定負債合計 2,630,539 3,806,791

 負債合計 5,260,809 6,777,237



  

（単位：千円）

      
前連結会計年度 

（平成24年８月31日） 
当第１四半期連結会計期間 
（平成24年11月30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 6,435,000 6,010,449

  自己株式 △1,191 △1,191

  株主資本合計 10,933,241 10,508,690

 その他の包括利益累計額 

  その他有価証券評価差額金 △2,745 △2,769

  その他の包括利益累計額合計 △2,745 △2,769

 純資産合計 10,930,495 10,505,920

負債純資産合計 16,191,305 17,283,158



（第１四半期連結累計期間） 

  

（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）

（単位：千円）

    
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年９月１日 
至 平成23年11月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年９月１日 
至 平成24年11月30日） 

売上高 2,620,109 2,086,305

売上原価 1,246,059 1,022,469

売上総利益 1,374,050 1,063,836

販売費及び一般管理費 1,443,182 1,351,644

営業損失（△） △69,132 △287,808

営業外収益 

 受取利息 4,109 1,708

 受取配当金 40 64

 受取賃貸料 15,660 14,910

 デリバティブ評価益 34,268 41,236

 その他 1,903 2,387

 営業外収益合計 55,983 60,306

営業外費用 

 支払利息 18,721 13,424

 為替差損 21,351 17,034

 賃貸収入原価 11,787 12,131

 その他 226 156

 営業外費用合計 52,086 42,746

経常損失（△） △65,235 △270,249

特別損失 

 役員退職慰労金 － 64,666

 特別損失合計 － 64,666

税金等調整前四半期純損失（△） △65,235 △334,915

法人税、住民税及び事業税 31,667 35,213

法人税等調整額 2,238 3,128

法人税等合計 33,906 38,342

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △99,141 △373,258

四半期純損失（△） △99,141 △373,258



（第１四半期連結累計期間） 

  

（四半期連結包括利益計算書）

（単位：千円）

    
前第１四半期連結累計期間 
（自 平成23年９月１日 
至 平成23年11月30日） 

当第１四半期連結累計期間 
（自 平成24年９月１日 
至 平成24年11月30日） 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △99,141 △373,258

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 △492 △24

 その他の包括利益合計 △492 △24

四半期包括利益 △99,633 △373,282

（内訳） 

 親会社株主に係る四半期包括利益 △99,633 △373,282



  該当事項はありません。 

    

 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。  

（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

（５）セグメント情報等

（６）重要な後発事象
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