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1.  平成25年8月期の連結業績（平成24年9月1日～平成25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 ％

25年8月期 9,122 △19.0 △2,332 ― △2,240 ― △3,249 ―
24年8月期 11,257 △12.3 170 △67.3 196 △50.3 △169 ―

（注）包括利益 25年8月期 169百万円 （△34.9％） 24年8月期 △3,247百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

25年8月期 △316.78 ― △35.0 △16.9 ―
24年8月期 △16.48 ― △1.5 1.2 1.5

（参考） 持分法投資損益 25年8月期  ―百万円 24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

25年8月期 13,246 7,632 57.6 743.99
24年8月期 16,191 10,930 67.5 1,065.51

（参考） 自己資本   25年8月期  7,632百万円 24年8月期  10,930百万円

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

25年8月期 △361 37 340 5,598
24年8月期 △378 3,110 △1,573 5,567

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 ％ ％

24年8月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00 51 41.3 0.4
25年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
26年8月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成26年 8月期の連結業績予想（平成25年 9月 1日～平成26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) 4,660 △5.9 △452 ― △413 ― △835 ― △81.39
通期 8,396 △8.0 △1,008 ― △955 ― △1,420 ― △138.42



※  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） 

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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 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 2,047 株 24年8月期 2,047 株
③ 期中平均株式数 25年8月期 10,258,453 株 24年8月期 10,258,453 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成25年8月期の個別業績（平成24年9月1日～平成25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 ％

25年8月期 8,633 △19.3 △2,238 ― △2,256 ― △3,205 ―
24年8月期 10,699 △12.1 △102 ― △110 ― △265 ―

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

25年8月期 △312.50 ―
24年8月期 △25.90 ―

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 12,063 6,441 53.4 627.92
24年8月期 14,780 9,698 65.6 945.42

（参考） 自己資本 25年8月期  6,441百万円 24年8月期  9,698百万円

2. 平成26年 8月期の個別業績予想（平成25年 9月 1日～平成26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）

※ 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
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３ページをご参照してください。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 4,362 △5.8 △418 ― △838 ― 81.68
通期 7,846 △9.1 △965 ― △1,435 ― 139.88
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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  

当連結会計年度における我が国の経済環境は、円高修正及び国内消費の回復に伴い国内景気の浮揚感が広がりつ

つある中で推移しました。しかし一方で、一般の消費に関しては、消費者の節約・低価格志向は収まらず、雑貨業界

においても、厳しい状況が続いております。消費者が所得の増加を実感するまでには至っておらず、消費マインドの

改善には、まだ時間がかかるものと思われ、数字を押し上げるには至りませんでした。  

その結果、売上高は9,122百万円となり、営業損失2,332百万円、経常損失2,240百万円、当期純損失3,249百万円

となりました。  

当社グループは、かねてからの課題でありました在庫過多の是正に取り組み、また不採算店舗を閉鎖し、事業の

効率化を進めました。平成25年４月15日より、アクサス株式会社と資本業務提携契約を締結し、同社指導のもと新業

態への転換を図り、翌連結会計年度の平成25年９月にアレックスコンフォート横浜を、平成25年12月に同じくアレッ

クスコンフォート神戸北を新規開店致しました。今後、この流れを加速化し、収益の礎を再構築してまいります。 

また、平成25年９月13日に、当連結会計年度第３四半期決算及びそれ以前において「適切な会計処理が行われて

いなかった疑義」に関して、第三者委員会を設置し調査を致しました。平成25年11月８日に委員会から調査報告書を

受領し、不適切な会計処理が行われたことが判明したため、同月14日に報告書に基づく再発防止策を開示させて頂き

ました。  

引き続きアクサス株式会社との資本業務提携を強化し、同社の指導のもと経営改善を推し進めることにより、業

績を回復させ、黒字転換を図ってまいります。 

②次期見通し 

 平成26年8月期（平成25年9月1日～平成26年8月31日）については、「アベノミクス」によるプラス効果により、個

人消費の一部では高額商品の売上が伸びているものの家計所得の伸び悩み懸念や小売各種業態での出店増に伴う競争

激化により、小売業界では今後も厳しい状況が続くものと予想されます。 

 このような見通しの中、当社は資本業務提携先のアクサス株式会社が持つブランド店舗へ、市場性に合わせて積極

的に業態転換を行ってまいります。また、業績改善が見込めない不採算店舗の撤退、売り尽くしセールによる過剰在

庫の圧縮に取り組むことで経営改善に努めてまいります。 

 人材面においては従業員への社内研修を導入し、コンプライアンスの徹底、CS向上に努めてまいります。 

 以上により、平成26年8月期通期の連結業績見通しについては、売上高8,396百万円、営業損失1,008百万円、経常

損失955百万円、当期純損失1,420百万円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2,944百万円減少し、13,246百万円となりました。 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて16.2％減の10,366百万円となりました。これは主に商品の減少1,929百万円

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24.6％減の2,880百万円となりました。これは主に有形固定資産の減少810

百万円、敷金及び保証金の減少148百万円によるものであります。 

（負債） 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べて3.0％増の2,710百万円となりました。これは主に支払手形及び買掛金の増

加26百万円、1年内返済予定の長期借入金の増加19百万円によるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて10.4％増の2,904百万円となりました。これは主に長期借入金の増加372百

万円によるものであります 

（純資産） 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて30.2％減の7,632百万円となりました。これは主に利益剰余金の減少3,301百

万円によるものであります。 

  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

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23年９月１日 

 至 平成24年８月31日）

 当連結会計年度 

（自 平成24年９月１日 

 至 平成25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 4,302  3,727  575  86.6

 インテリア雑貨類 1,189  1,030  159  86.6

 生活家庭雑貨類 1,335  1,072  263  80.3

 ホビー・文具類  3,282  2,378  904  72.5

 イベント・その他  589  420  169  71.2

小 計  10,699  8,629  2,070  80.7

卸売 

部門 
小売業者卸売部門  558  493  65  88.3

合 計  11,257  9,122  2,135  81.0



5,598百万円となり、前連結会計年度末に比べ31百万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361百万円（前期比4.6％減）となりました。主な要因は税金等調整前当期純損失

3,119百万円に対し、減損損失812百万円、たな卸資産の減少1,929百万円などであります。 

（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37百万円（前期は3,110百万円の獲得）となりました。主な要因は定期預金の預入50

百万円、有形固定資産の取得72百万円、有形固定資産の除却による支出34百万円に対し、定期預金の払戻64百万円、

敷金及び保証金の返還157百万円などであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果得られた資金は340百万円（前期は1,573百万円の支出）となりました。主な要因は借入金による資金

調達1,500百万円と借入金の返済による支出1,107百万円があったことなどによるものであります。 

  

  

(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。 

 当期は、当期純損失の計上により、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。次期につきましても当期純損失の

見込みのため無配を計画しております。 

  

   平成23年８月期  平成24年８月期  平成25年８月期 

 自己資本比率(％)      59.7     67.5      57.6

 時価ベースの自己資本比率(％)      11.0     13.0      16.4

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率(％)      9.6     △9.8      △11.4

 インタレスト・カバレッジ・レシオ       7.1      △6.0      △6.8



(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。 

  

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、ファッション雑貨、アクセサリー、インテリア小物、パーティーグッズ、文房具などの雑

貨類の販売を行ってまいりました。当社グループの扱う商品は、10代後半から20代前半を主な対象顧客として

きました。しかし、対象年齢を限定しすぎた事と、自分の感性や感覚を大切にしたいという志向を持つ消費者

が増加する中、当社において市場感性の読み違いから、各商品カテゴリーでの個々のアイテムセレクトにおい

て、また、店舗立地においても、対象とする顧客と、当社のマーケティングとの間に、相当のミスマッチがお

き、本来当社グループが属するファッション雑貨・生活雑貨小売業界が行うべき、「消費者の生活に潤いを与

えること」や、「豊かさ・生活する楽しさを提供すること」が満足にできなくなってきておりました。  

     そこで、アクサス株式会社と資本業務提携を行い、同社の経営指導のもと、同社が展開するインテリア雑

貨、キッチン雑貨、化粧雑貨、スポーツ雑貨などの販売手法及びマーケティング手法と、当社が展開する店舗

ネットワーク・商品開発チャネルとを融合させながら、消費者の趣味嗜好の変化に合わせて、当社における各

商品カテゴリー、また、個々のアイテムセレクトを変化させ、ファッション雑貨・生活雑貨店として、「顧客

のライフスタイルの充実をサポート」をするとともに、「生活の質そのものの向上を応援しよう」とするもの

でございます。さらにはオリジナル商品の開発をおこなうことによって、新しい市場を構築していこうとする

ものであります。 

  

2.「雑貨屋ブルドッグ」ブランドの売上について  

 当社グループは「雑貨屋ブルドッグ」と「ザナード」の2つの店舗ブランドを軸に店舗展開をしてきました。

各店舗ブランドの直近3ヵ年の売上構成比は次の通りです。「雑貨屋ブルドッグ」の売上構成比が高く、消費者

の趣味嗜好の変化によって、同ブランドのアイテムセレクトが受け入れられなかった場合は、当社グループの

業績に影響を与える可能性があります。 

  

②出店政策について 

 当社グループが新規出店する際の候補地の選定に関しましては、入念な市場調査を行い、予め複数の出店候補

地をリストアップした上で、出店条件なども踏まえ総合的に新規出店の判断を行います。また、既存店舗におい

ても、市場性の分析を行った上で、収益改善見込みが薄い低効率店は全体効率を踏まえた上で、資本業務提携先

のアクサス株式会社が展開する店舗ブランドへの業態転換など、スクラップアンドビルドを実施してまいりま

す。  

 店舗の出退店は計画的に実施してまいりますが、社内外の経営環境の予期せぬ急激な変化によって、当初の計

画通り進まない場合は、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 なお、当社グループは「大規模小売店舗立地法」（以下「同法」という。）の規制を受けている店舗、また、

同法の規制を受けている大規模小売店舗のテナントとして入居している店舗が存在します。テナントとして入居

している店舗においては、同法において規制を受けている商業施設の集客力の動向や商業施設の運営会社の経営

状況によっては、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、同法は当社グループの一部店舗についても、直接規制するものであり、同法に係る規制が当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性もあります。 

一方で、同法によって直接規制されている一部店舗につきましては、同法に基づく届出を済まし、必要な手続き

は完了しております。 

  

  平成23年８月期 平成24年８月期 平成25年８月期

ブルドッグ売上高             （千円）  11,397,272  10,014,811  8,009,763

ザナード売上高                   （千円）  729,715  609,514  526,016



③プライベート・ブランド(ＰＢ)商品について 

 当社グループは、独自の開発によるプライベートブランド商品（以下「ＰＢ商品」という。）を取り扱ってお

ります。顧客及びマーケットの趣向とのミスマッチによる在庫リスクの観点から、ＰＢ商品の販売比率の適正化

に努めておりますが、市場性の急激な変化や、マーケットの趣向に沿った商品の開発ができなかった場合、当社

グループの業績に影響を与える可能性があります。 

  

④個人情報管理について  

 当社グループは、社内コンプライアンス体制の更なる強化を図っていく所存でございますが、当社グループに

保有する顧客情報が万が一漏洩した場合、当社グループの社会的信用失墜による売上減少や、情報の漏洩による

損害賠償責任の発生等により、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

(5)継続企業の前提に関する重要事象等 

当社は、36期、37期と２期連続営業損失となっており、また、当連結会計年度は2,332百万円と多額の営業損

失を計上しているため、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しておりま

す。  

 当社グループは当該状況を解消すべく、現在中期経営計画を策定中であり、「業態変更を含む既存店舗のリス

トラクチャリング」、「販売管理システムの刷新」などの諸施策を遂行していく予定でございます。  

 財務面では、現在保有資金（平成25年８月末現在 5,649百万円）が潤沢にあり、資金繰り上の懸念はございま

せん。なお、金融機関との取引で、財務制限条項や期限の利益喪失の権利行使等のリスクは存在しておりませ

ん。  

 以上により、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断し、「継続企業の前提に関する注

記」の記載には至りませんでした。 

  



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



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24年８月期及び平成25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） 

  

    

(1）会社の経営の基本方針 

 当社は、コアターゲットを18才から35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」というショップコンセプトを貫き、お客様や地域社会に「ファッションやトレ

ンド性」に富んだ商品を提供することで、「夢」「感動」「楽しさ」をいち早くお届けできる企業であり続けること

を目標といたしております。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社は、商品価値の向上と健全な経営を目指し、売上高総利益率と経常利益率を重要な経営指標として位置づけて

おります。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略  

     当社は、旧経営の赤字体質から脱却し、資本業務提携先のアクサス株式会社の経営ノウハウを取り入れ、健全な経

営を目指してまいります。 

市場性を考慮した上でアクサスブランド店舗への業態変更により、幅広い年齢層をターゲットとし、質の高い商

品やサービス、品揃えの充実により他社との差別化を図りながら売上拡大を行ってまいります。 

 管理部門では、基幹システム等の入れ替えにより物流コストの削減及び事務作業を効率化することで管理部門のス

リム化を行ってまいります。 

  

区分 主な商品 

第36期 

（自 平成23年９月１日 

至 平成24年８月31日） 

第37期 

（自 平成24年９月１日 

至 平成25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 
 38.2    40.9

インテリア雑貨類 木製品、オルゴール、インテリアなど    10.6      11.3

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 
 11.9    11.7

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 
 29.2    26.1

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 
 5.2    4.6

小計  95.0    94.6

卸売 

部門 
小売業者卸売部門  5.0    5.4

合計  100.0    100.0

３．経営方針



(4）会社の対処すべき課題 

①出店戦略 

スクラップアンドビルド・店舗ネットワーク網の再編を積極的に推し進めてまいります。店舗が立地する周辺の

環境や市場性などを分析し、売り場効率に重点を置き、「雑貨屋ブルドッグ」「ザナード」、資本業務提携先のアク

サス株式会社のコア事業である「アレックスコンフォート」、ビューティーライフストア「チャーリー」、また、ス

ポーツ＆カジュアル「アウトレックス」の各店舗ブランドを市場性に合わせて業態転換するなどし、展開してまいり

ます。また、業績改善が見込めない店舗につきましては撤退を行ってまいります。 

②商品戦略 

 当社の主力事業であるファッション雑貨店「雑貨屋ブルドッグ」につきましては、ストアコンセプトから見直し、

コアターゲットを年齢で絞らず感性で捉えることとし、「テーマ」や「事」を売る、をコンセプトに、旬な情報や流

行のテーマ、それにまつわる商材を広く展開してまいります。 

 生活雑貨店「ザナード」につきましては、ナチュラルテイストをテーマに、落ち着き感のある生活シーンを演出す

る品揃えを行ってまいります。 

 インテリア雑貨店「アレックスコンフォート」につきましては、「時代の空気」や「ゆとりある生活空間」をテー

マに、ライフスタイルを充実させたいと願う顧客層をターゲットに、インテリア雑貨、生活雑貨、リビング雑貨など

を幅広く展開してまいります。 

 ビューティーライフストア「チャーリー」は「美と健康と高感度」をテーマに、お客様の美しさをサポート・ソリ

ューションするための、化粧品、輸入化粧品、化粧雑貨、日用雑貨を展開してまいります。 

 スポーツ＆カジュアル「アウトレックス」につきましては、スポーツ雑貨・スポーツカジュアルウェアのアウトレ

ット商材を中心に品揃えをしており、よりスポーツ＆カジュアルを身近に感じていただける商品を展開してまいりま

す。  

③人事戦略 

 若手人材を中心に組織の活性化を行いながらも、経験のあるベテラン人材も積極的に軸として活用し、組織の強

化をしてまいります。 

 資本業務提携先のアクサス株式会社からの商品バイヤー、店長の受け入れを行います。また、当社からは人材育

成のためにアクサス株式会社への出向を積極的に行います。 

④内部統制の強化 

 不適切な会計処理が行われていたことが発覚したことをうけ、今後このような不祥事が起きないよう、社内でコ

ンプライアンス委員会を発足させ、管理体制を強化してまいります。 

  

(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。  



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24年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,620,294 5,649,708 

受取手形及び売掛金 84,917 64,609 

商品 6,237,830 4,307,932 

繰延税金資産 38,546 14,757 

その他 391,243 329,587 

貸倒引当金 △846 △116 

流動資産合計 12,371,985 10,366,478 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 4,156,629 3,482,359 

減価償却累計額 △3,174,264 △3,107,875 

建物及び構築物（純額） 982,365 374,483 

什器備品 2,474,385 2,273,801 

減価償却累計額 △2,337,699 △2,251,493 

什器備品（純額） 136,685 22,308 

土地 1,245,423 1,156,097 

その他 18,546 8,893 

減価償却累計額 △18,424 △7,924 

その他（純額） 122 968 

有形固定資産合計 2,364,596 1,553,858 

無形固定資産 20,095 18,086 

投資その他の資産   

投資有価証券 7,171 8,491 

敷金及び保証金 1,390,754 1,241,913 

破産更生債権等 2,200 2,200 

繰延税金資産 11,495 18,760 

その他 41,145 45,193 

貸倒引当金 △18,138 △8,205 

投資その他の資産合計 1,434,626 1,308,354 

固定資産合計 3,819,319 2,880,298 

資産合計 16,191,305 13,246,777 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 343,871 369,953 

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 1,150,286 

未払法人税等 69,557 53,696 

賞与引当金 13,196 10,410 

資産除去債務 3,565 11,636 

その他 369,643 414,312 

流動負債合計 2,630,270 2,710,295 

固定負債   

長期借入金 1,884,243 2,256,624 

退職給付引当金 161,858 186,533 

役員退職慰労引当金 58,071 2,163 

資産除去債務 277,612 249,794 

その他 248,753 209,171 

固定負債合計 2,630,539 2,904,286 

負債合計 5,260,809 5,614,582 

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 3,133,998 

自己株式 △1,191 △1,191 

株主資本合計 10,933,241 7,632,239 

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 △44 

その他の包括利益累計額合計 △2,745 △44 

純資産合計 10,930,495 7,632,195 

負債純資産合計 16,191,305 13,246,777 



（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23年９月１日 

 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日 

 至 平成25年８月31日) 

売上高 11,257,864 9,122,516 

売上原価 5,438,035 5,936,753 

売上総利益 5,819,829 3,185,762 

販売費及び一般管理費 5,649,593 5,518,658 

営業利益又は営業損失（△） 170,235 △2,332,895 

営業外収益   

受取利息 10,017 6,639 

受取配当金 173 190 

受取賃貸料 60,462 64,779 

受取手数料 18,321 82 

為替差益 － 25 

デリバティブ評価益 112,253 122,775 

その他 17,182 15,810 

営業外収益合計 218,410 210,303 

営業外費用   

支払利息 64,050 53,160 

賃貸収入原価 47,149 50,396 

為替差損 77,073 － 

その他 3,628 14,122 

営業外費用合計 191,903 117,679 

経常利益又は経常損失（△） 196,743 △2,240,271 

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 － 14,150 

その他 － 180 

特別利益合計 － 14,330 

特別損失   

固定資産除却損 4,972 15,763 

減損損失 12,334 812,801 

役員退職慰労金 164,666 64,666 

賃貸借契約解約損 7,892 － 

特別損失合計 189,865 893,230 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

6,877 △3,119,172 

法人税、住民税及び事業税 133,818 115,408 

法人税等調整額 42,165 15,128 

法人税等合計 175,984 130,537 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △169,106 △3,249,709 

当期純損失（△） △169,106 △3,249,709 



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日 

 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △169,106 △3,249,709 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △399 2,701 

その他の包括利益合計 △399 2,701 

包括利益 △169,505 △3,247,007 

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 △169,505 △3,247,007 



（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23年９月１日 

 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日 

 至 平成25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 6,624,623 6,435,000 

当期変動額   

剰余金の配当 △20,516 △51,292 

当期純損失（△） △169,106 △3,249,709 

当期変動額合計 △189,623 △3,301,001 

当期末残高 6,435,000 3,133,998 

自己株式   

当期首残高 △1,191 △1,191 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 △1,191 △1,191 

株主資本合計   

当期首残高 11,122,864 10,933,241 

当期変動額   

剰余金の配当 △20,516 △51,292 

当期純損失（△） △169,106 △3,249,709 

当期変動額合計 △189,623 △3,301,001 

当期末残高 10,933,241 7,632,239 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日 

 至 平成25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 △2,346 △2,745 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △399 2,701 

当期変動額合計 △399 2,701 

当期末残高 △2,745 △44 

その他の包括利益累計額合計   

当期首残高 △2,346 △2,745 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △399 2,701 

当期変動額合計 △399 2,701 

当期末残高 △2,745 △44 

純資産合計   

当期首残高 11,120,518 10,930,495 

当期変動額   

剰余金の配当 △20,516 △51,292 

当期純損失（△） △169,106 △3,249,709 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △399 2,701 

当期変動額合計 △190,022 △3,298,300 

当期末残高 10,930,495 7,632,195 



（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23年９月１日 

 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日 

 至 平成25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又は税金等調整前当期純
損失（△）

6,877 △3,119,172 

減価償却費 179,875 142,115 

減損損失 12,334 812,801 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,693 △10,663 

賞与引当金の増減額（△は減少） 104 △2,785 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,110 24,675 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29,209 △55,908 

受取利息及び受取配当金 △10,190 △6,830 

支払利息 64,050 53,160 

為替差損益（△は益） △1,574 △25,720 

投資有価証券評価損益（△は益） － 2,931 

デリバティブ評価損益（△は益） △112,253 △122,775 

固定資産売却益 － △180 

固定資産除却損 4,972 15,763 

役員退職慰労金 164,666 64,666 

賃貸借契約解約損 7,892 － 

売上債権の増減額（△は増加） 17,472 20,307 

たな卸資産の増減額（△は増加） 292,755 1,929,898 

仕入債務の増減額（△は減少） △429,505 50,479 

未払消費税等の増減額（△は減少） △236 △1,927 

未収消費税等の増減額（△は増加） △41 △1,154 

その他の流動資産の増減額（△は増加） 82,259 △16,943 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △45,867 35,475 

その他 3,513 16,649 

小計 211,311 △195,138 

利息及び配当金の受取額 10,190 6,830 

利息の支払額 △62,524 △49,887 

保険金の受取額 634 － 

その他 △2,892 － 

法人税等の支払額 △370,609 △58,354 

役員退職慰労金の支払額 △164,666 △64,666 

営業活動によるキャッシュ・フロー △378,555 △361,215 



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 

 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日 

 至 平成25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 △51,912 △50,962 

定期預金の払戻による収入 3,115,272 64,174 

有形固定資産の取得による支出 △22,261 △72,502 

有形固定資産の除却による支出 △10,822 △34,410 

有形固定資産の売却による収入 － 205 

無形固定資産の取得による支出 △513 △420 

投資有価証券の取得による支出 △310 △156 

敷金及び保証金の差入による支出 △27,405 △18,356 

敷金及び保証金の回収による収入 111,506 157,487 

賃借権利金の支払額 － △1,580 

その他 △2,829 △6,296 

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,110,722 37,181 

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 － 1,500,000 

長期借入金の返済による支出 △1,552,644 △1,107,769 

配当金の支払額 △20,516 △51,292 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,573,160 340,938 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △230 14,424 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,158,775 31,329 

現金及び現金同等物の期首残高 4,408,640 5,567,415 

現金及び現金同等物の期末残高 5,567,415 5,598,745 



 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        ３～20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。 

(5)連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項）



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。

(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。 

  

  （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） 

 当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年９月１日以後に取得した有形

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方法に変更しております。なお、この変更による当連

結会計年度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。 

（会計方針の変更）

（会計上の見積りの変更）



  

※１ 担保資産及び担保付債務 

  担保に供している資産は、次のとおりであります。 

  

担保付債務は、次のとおりであります。 

  

※２ 期末日満期手形 

   期末日満期手形の会計処理については、当連結会計年度の末日が金融機関の休日でしたが、満期日に決

済が行われたものとして処理しております。当連結会計年度末の期末日満期手形は次のとおりです。 

  

※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。 

   

（連結貸借対照表関係）

  
前連結会計年度 

（平成24年８月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年８月31日） 

建物及び構築物 千円 67,461 千円 －

土地  700,774  －

計  768,236  －

  
前連結会計年度 

（平成24年８月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年８月31日） 

短期借入金  千円 494,980 千円 －

１年内返済予定の長期借入金  287,992  －

長期借入金  517,028  －

計  1,300,000  －

  
前連結会計年度 

（平成24年８月31日） 
当連結会計年度 

（平成25年８月31日） 

支払手形 千円 － 千円 14,812

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成23年９月１日 

至 平成24年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年９月１日 

至 平成25年８月31日） 

千円 182,742 千円 553,257

  
前連結会計年度 

（自 平成23年９月１日 
至 平成24年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年９月１日 
至 平成25年８月31日） 

広告宣伝費 千円 57,654 千円 135,578

給料手当  2,050,959  1,908,283

賞与引当金繰入額  13,196  11,431

退職給付費用  16,160  34,761

役員退職慰労引当金繰入額  6,125  985

賃借料  2,040,257  1,918,961

減価償却費  175,666  137,461

消耗品・修繕費  131,634  156,594

水道光熱費  485,451  518,605

貸倒引当金繰入額  1,401  1,385



※３ 固定資産除却損の内訳 

  

※４ 役員退職慰労金の内容 

         平成24年２月29日付をもって取締役を辞任した内山恭昭氏に対する子会社における退職慰労金であり

        ます。 

  

※５ 減損損失 

前連結会計年度（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（12,334千円）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０として評価しております。 

  

当連結会計年度（自 平成24年９月１日 至 平成25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（812,801千円）として計上しました。 

前連結会計年度 
（自 平成23年９月１日 

至 平成24年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年９月１日 

至 平成25年８月31日） 

建物及び構築物 千円 3,891   千円 10,629

什器備品  1,080    4,305

その他   －    828

計  4,972    15,763

場所 用途 種類 減損損失(千円) 

青森県  店舗（１店） 建物及び構築物、什器備品  3,253

新潟県  店舗（１店） 建物及び構築物、什器備品  2,853

静岡県  店舗（１店） 建物及び構築物、什器備品  2,057

奈良県 店舗（１店） 建物及び構築物  288

福岡県  店舗（１店） 建物及び構築物、什器備品  3,880

科目 金額（千円） 

建物及び構築物  9,406

什器備品  2,927

場所 用途 種類 減損損失(千円) 

北海道 店舗(１店) 建物及び構築物、什器備品  3,075

岩手県 店舗(２店) 建物及び構築物、什器備品  10,431

宮城県 店舗(１店) 建物及び構築物、什器備品  2,264

秋田県 店舗(２店) 建物及び構築物、什器備品  5,432

山形県 店舗(５店) 建物及び構築物、什器備品  19,591

福島県  店舗(３店) 建物及び構築物、什器備品  3,989

茨城県 店舗(９店) 建物及び構築物、什器備品  18,545



  

  

場所 用途 種類 減損損失(千円) 

栃木県 店舗(７店) 建物及び構築物、什器備品  8,466

群馬県 店舗(５店) 建物及び構築物、什器備品  47,519

埼玉県 店舗(２店) 建物及び構築物、什器備品  6,222

千葉県 店舗(２店) 建物及び構築物、什器備品  5,023

東京都 店舗(２店) 建物及び構築物、什器備品  36,564

神奈川県 店舗(３店) 建物及び構築物、什器備品  39,168

新潟県 店舗(３店) 建物及び構築物、什器備品  7,697

富山県 店舗(２店) 建物及び構築物、什器備品  4,209

福井県 店舗(３店) 建物及び構築物、什器備品  4,334

山梨県 店舗(３店) 建物及び構築物、什器備品  2,358

長野県  店舗(７店) 建物及び構築物、什器備品  66,876

岐阜県 店舗(１店) 建物及び構築物、什器備品  3,266

静岡県 店舗(17店) 建物及び構築物、什器備品、土地  224,264

愛知県 店舗(11店) 建物及び構築物、什器備品  59,469

三重県 店舗(３店) 建物及び構築物、什器備品、長期前払費用  5,501

滋賀県 店舗(２店) 建物及び構築物、什器備品  7,236

兵庫県  店舗(１店) 建物及び構築物、什器備品  3,332

奈良県 店舗(１店) 建物及び構築物、什器備品  1,631

和歌山県 店舗(１店) 建物及び構築物、什器備品  2,605

岡山県 店舗(１店) 建物及び構築物、什器備品  4,567

広島県 店舗(３店) 建物及び構築物、什器備品  3,037

山口県 店舗(５店) 建物及び構築物、什器備品  9,535

徳島県  店舗(２店) 建物及び構築物、什器備品  2,781

香川県 店舗(１店) 建物及び構築物、什器備品  941

愛媛県 店舗(２店) 建物及び構築物、什器備品  4,276

高知県 店舗(２店) 建物及び構築物、什器備品  4,581

福岡県 店舗(７店) 建物及び構築物、什器備品  14,124

佐賀県 店舗(１店) 建物及び構築物  743

長崎県  店舗(３店) 建物及び構築物、什器備品  10,224

熊本県 店舗(３店) 建物及び構築物、什器備品  5,945

大分県 店舗(４店) 建物及び構築物、什器備品、リース資産  127,806

宮崎県 店舗(３店) 建物及び構築物、什器備品  11,314

鹿児島県 店舗(３店) 建物及び構築物、什器備品  8,153

沖縄県 店舗(１店) 建物及び構築物、什器備品  5,685



 減損損失の内訳は以下のとおりであります。 

 なお、当該資産グループごとの回収可能価額は、正味売却価額又は使用価値のうち、いずれか高い方

の金額により測定しております。正味売却価額については、不動産鑑定士による調査価格を合理的に調

整した額に基づき算定しております。また、使用価値については、将来キャッシュ・フローに基づく使

用価値がマイナスであるため、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）配当金支払額 

  

（２）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24年９月1日 至 平成25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 

 配当金支払額 

   

※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 

科目 金額（千円） 

建物及び構築物  558,558

什器備品  84,266

土地  89,326

リース資産  80,119

その他（投資その他の資産）  530

（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  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 

決議 株式の種類 配当金の総額 配当の原資 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 利益剰余金 ５円 

平成24年 

８月31日 

平成24年 

11月29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 

（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23年９月１日 

当連結会計年度 
（自 平成24年９月１日 



  

２ 重要な非資金取引の内容 

新たに計上した資産除去債務の額 

  

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

月１日 至 平成25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、開示情報としての情報性が乏しいため、セグメント情報の記載を省略しておりま

す。 

  

（注）１．潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につきましては、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

   ２．１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。  

至 平成24年８月31日） 至 平成25年８月31日） 

現金及び預金勘定 千円 5,620,294 千円 5,649,708

預入期間が３ヶ月を超える定期預金  △52,878  △50,962

現金及び現金同等物  5,567,415  5,598,745

  
前連結会計年度 

（自 平成23年９月１日 
至 平成24年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年９月１日 

至 平成25年８月31日） 

資産除去債務の額 千円 4,310 千円 758

（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23年９月１日 
至 平成24年８月31日）  

当連結会計年度 
（自 平成24年９月１日 

至 平成25年８月31日）  

１株当たり純資産額 円 1,065.51 円 743.99

１株当たり当期純利益 円 △16.48 円 △316.78

  
前連結会計年度 

（自 平成23年９月１日 
至 平成24年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年９月１日 

至 平成25年８月31日） 

当期純利益金額（千円）  △169,106  △3,249,709

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金額（千円）  △169,106  △3,249,709

期中平均株式数（千株）  10,258  10,258

（重要な後発事象）



(1）役員の異動 

  ① 代表取締役の異動  

  ・代表取締役の退任 

    代表取締役 小楠 昭彦 平成25年７月10日退任 

  ・代表取締役の就任 

    代表取締役 久岡 卓司 平成25年７月10日就任  

  

 ② その他の役員の異動 

  ・取締役の退任 

    取締役 小楠 昭彦 平成25年７月11日退任 

    取締役 廣木 鑑治 平成25年８月31日退任  

  

(2）その他 

 該当事項はありません。 

  

  

５．その他


	余白埋め1: 
	余白埋め2: 
	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	余白埋め9: 
	余白埋め10: 
	余白埋め11: 
	余白埋め12: 
	余白埋め13: 
	余白埋め14: 
	余白埋め15: 
	余白埋め16: 
	余白埋め17: 
	余白埋め18: 
	余白埋め19: 
	余白埋め20: 
	余白埋め21: 
	余白埋め22: 
	余白埋め23: 
	余白埋め24: 
	余白埋め25: 
	余白埋め26: 
	ヘッダー１1: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１2: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１3: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１4: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１5: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１6: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１7: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１8: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１9: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１10: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１11: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１12: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１13: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１14: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１15: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１16: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１17: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１18: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１19: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１20: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１21: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１22: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１23: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１24: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１25: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	ヘッダー１26: 雑貨屋ブルドッグ（3331）平成25年８月期決算短信
	フッター1: - 1 -
	フッター2: - 2 -
	フッター3: - 3 -
	フッター4: - 4 -
	フッター5: - 5 -
	フッター6: - 6 -
	フッター7: - 7 -
	フッター8: - 8 -
	フッター9: - 9 -
	フッター10: - 10 -
	フッター11: - 11 -
	フッター12: - 12 -
	フッター13: - 13 -
	フッター14: - 14 -
	フッター15: - 15 -
	フッター16: - 16 -
	フッター17: - 17 -
	フッター18: - 18 -
	フッター19: - 19 -
	フッター20: - 20 -
	フッター21: - 21 -
	フッター22: - 22 -
	フッター23: - 23 -
	フッター24: - 24 -
	フッター25: - 25 -
	フッター26: - 26 -


