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1.  平成22年8月期第2四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成22年2月28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 ％

22年8月期第2四半期 17,073 5.5 707 37.5 811 61.3 397 17.9
21年8月期第2四半期 16,177 ― 514 ― 503 ― 337 ―

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

22年8月期第2四半期 64.15 62.89
21年8月期第2四半期 10,879.80 10,850.49

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

22年8月期第2四半期 12,821 3,583 27.9 576.37
21年8月期 11,284 3,251 28.8 104,679.31

（参考） 自己資本   22年8月期第2四半期  3,573百万円 21年8月期  3,244百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
当社は平成22年1月1日をもって株式１株を200株に分割いたしました。平成22年８月期（予想）配当金は、分割後の株式数をもとに算出しております。 

1株当たり配当金
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

21年8月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00
22年8月期 ― 0.00
22年8月期 

（予想）
― 13.00 13.00

3.  平成22年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22年8月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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 34,800 5.2 1,400 25.4 1,570 72.2 780 38.1 125.82
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4.  その他 
(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) 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  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は平成22年1月1日をもって株式１株を200株に分割いたしました。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（1）平成21年10月９日に発表の連結業績予想を平成22年４月12日にて修正しております。 
（2）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仮定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、３ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年8月期第2四半期 6,979,400株 21年8月期  34,897株
② 期末自己株式数 22年8月期第2四半期  780,000株 21年8月期  3,900株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年8月期第2四半期 6,199,400株 21年8月期第2四半期 30,997株
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当第２四半期連結累計期間のわが国経済は、新興国向け輸出に牽引され、新車購入の補助金支給やエコポイント

制度などの政府の景気支援策の実施に支えられて、穏やかな回復を示しました。しかし、他方で、デフレの継続懸念

が根強く、企業の供給力過剰感や雇用状況の改善が見られないことから、消費者心理の改善が期待できない状況が続

いています。このような厳しい環境下で、当社は従来からの基本方針である、ローコスト運営と出退店を厳格に実施

することで、業容の拡充を図っています。 

当第２四半期連結累計期間における100円ショップ店舗の出店数は、直営店舗が53店舗、FC店舗他が８店舗、閉鎖

店舗数は直営店舗が29店舗、FC店舗他が７舗で、当第２四半期連結会計期間末のグループ店舗数は、100円ショップ

以外の店舗を含め815店舗となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は170億73百万円（前年同期比5.5%増）、営業利益は７億７百万

円（同37.5％増）、経常利益は８億11百万円（同61.3%増）、四半期純利益は３億97百万円（同17.9%増）となりまし

た。 

  

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、128億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ、15億37百万円

の増加となりました。その内訳は、資産の部では、流動資産は91億41百万円（同14億98百万円増）、固定資産は36億

80百万円（同39百万円増）であります。負債の部では、流動負債は75億72百万円（同12億50百万円増）、固定負債は

16億65百万円（同45百万円減）であります。資産及び負債の増加は、主として、期末日が休日であったため末日予定

であった支払いが翌月初に変更されたため、現金及び預金、支払手形及び買掛金の増加によるものであります。 

 純資産の部の合計は、35億83百万円となり、前連結会計年度末に比べ、３億32百万円の増加となりました。その主

な要因は、利益剰余金の３億35百万円の増加によるものです。 

 なお、自己資本比率は27.9％となり、前連結会計年度末に比べ、0.9％の減少となりました。１株当たり純資産は

576円37銭であります。 

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第２四半期連結会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、前連結会計年度末

に比べ14億73百万円増加し28億９百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりです。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、獲得した資金は、15億26百万円（前年同期は９億37百万円の獲得）となりました。収入の 

主な内訳は、仕入債務の増加額10億66百万円、税金等調整前四半期純利益７億83百万円、減価償却費98百万円であり

ます。支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額３億54百万円、法人税等の支払額85百万円であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は２億33百万円（前年同期は１億83百万円の使用）となりました。この内訳 

は、有形固定資産の取得による支出１億45百万円、新規出店のための敷金及び保証金の差入による支出１億43百万 

円、店舗閉鎖による敷金及び保証金の回収による収入62百万円等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、獲得した資金は１億81百万円（前年同期は68百万円の獲得）となりました。この内訳は、長 

期借入金の返済による支出５億66百万円、配当金の支払額61百万円、長期借入れによる収入８億50百万円等による 

ものであります。 

  

 平成21年10月９日公表の平成22年８月期連結業績予想及び個別業績予想につきましては、業績の修正を行っており

ます。詳細につきましては、平成22年４月12日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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  該当事項はありません。  

  

  該当事項はありません。  

  

４．その他

（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）

（２）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

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

当第２四半期連結累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年２月28日） 

（四半期連結損益計算書関係） 

１．前第２四半期連結累計期間において、営業外費用の「その他」に含めて表示しておりました「退店違

約金」は、営業外費用総額の100分の20を超えたため、当第２四半期連結累計期間より区分掲記する

こととしました。なお、前第２四半期連結累計期間の営業外費用の「その他」に含まれる「退店違約

金」は 千円であります。 

２．前第２四半期連結累計期間において区分掲記しておりました「保険解約返戻金」は、重要性が低下し

たため、当第２四半期連結累計期間より特別利益の「その他」に含めて表示しております。なお、当

第２四半期連結累計期間の「保険解約返戻金」は 千円であります。  

7,050

273
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,809,801 1,336,369

受取手形及び売掛金 1,829,914 1,750,119

商品及び製品 3,930,820 3,579,958

原材料及び貯蔵品 7,535 5,391

繰延税金資産 315,554 193,786

その他 273,716 802,507

貸倒引当金 △26,255 △25,674

流動資産合計 9,141,086 7,642,459

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 746,629 719,652

減価償却累計額及び減損損失累計額 △475,632 △456,590

建物及び構築物（純額） 270,997 263,061

車両運搬具 7,589 7,079

減価償却累計額及び減損損失累計額 △4,649 △5,515

車両運搬具（純額） 2,939 1,563

工具、器具及び備品 1,788,112 1,673,568

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,325,504 △1,251,112

工具、器具及び備品（純額） 462,607 422,455

土地 136,845 136,845

有形固定資産合計 873,389 823,926

無形固定資産   

のれん 312,210 390,262

その他 31,768 33,374

無形固定資産合計 343,978 423,636

投資その他の資産   

投資有価証券 65,520 66,105

繰延税金資産 27,283 18,584

差入保証金 2,295,693 2,237,004

その他 110,729 110,309

貸倒引当金 △35,691 △37,807

投資その他の資産合計 2,463,535 2,394,195

固定資産合計 3,680,904 3,641,758

資産合計 12,821,990 11,284,218
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年２月28日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,777,346 3,705,868

短期借入金 140,000 140,000

1年内償還予定の社債 180,000 80,000

1年内返済予定の長期借入金 1,248,631 1,042,986

未払法人税等 515,269 281,594

未払消費税等 18,250 398,899

賞与引当金 99,000 111,237

その他 593,821 561,253

流動負債合計 7,572,318 6,321,839

固定負債   

社債 40,000 180,000

長期借入金 1,275,461 1,197,274

退職給付引当金 65,786 50,303

役員退職慰労引当金 63,263 59,417

負ののれん 3,021 6,043

その他 218,343 218,076

固定負債合計 1,665,876 1,711,114

負債合計 9,238,194 8,032,954

純資産の部   

株主資本   

資本金 440,297 440,297

資本剰余金 876,066 876,066

利益剰余金 2,550,839 2,215,116

自己株式 △291,319 △291,319

株主資本合計 3,575,884 3,240,160

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,197 1,360

為替換算調整勘定 456 3,223

評価・換算差額等合計 △2,740 4,583

新株予約権 10,653 6,519

純資産合計 3,583,796 3,251,263

負債純資産合計 12,821,990 11,284,218
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（２）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20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 16,177,298 17,073,420

売上原価 10,243,088 10,714,005

売上総利益 5,934,210 6,359,415

販売費及び一般管理費 5,419,498 5,651,614

営業利益 514,711 707,800

営業外収益   

受取賃貸料 13,593 14,546

消費税等免税益 － 110,020

その他 13,922 24,190

営業外収益合計 27,516 148,756

営業外費用   

支払利息 21,130 18,351

退店違約金 － 14,645

その他 17,788 11,680

営業外費用合計 38,919 44,677

経常利益 503,308 811,879

特別利益   

固定資産売却益 510 －

貸倒引当金戻入額 14,474 1,535

保険解約返戻金 1,119 －

その他 － 273

特別利益合計 16,104 1,809

特別損失   

固定資産除却損 371 2,108

固定資産売却損 68 1,209

投資有価証券評価損 3,730 －

保険解約損 587 －

減損損失 46,750 27,075

特別損失合計 51,507 30,393

税金等調整前四半期純利益 467,905 783,296

法人税、住民税及び事業税 193,970 512,926

法人税等調整額 △63,305 △127,347

法人税等合計 130,664 385,578

四半期純利益 337,241 397,717
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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20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28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 467,905 783,296

減価償却費 100,791 98,632

減損損失 46,750 27,075

負ののれん償却額 △3,021 △3,021

のれん償却額 78,052 78,052

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,474 △1,535

賞与引当金の増減額（△は減少） △171 △12,237

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,185 15,482

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,151 3,846

受取利息及び受取配当金 △4,015 △2,805

支払利息 21,130 18,351

投資有価証券評価損益（△は益） 3,730 －

固定資産除却損 371 2,108

売上債権の増減額（△は増加） 252,992 △79,795

たな卸資産の増減額（△は増加） △224,478 △354,746

仕入債務の増減額（△は減少） 488,080 1,066,821

未払消費税等の増減額（△は減少） △103,159 △55,135

その他 47,140 44,798

小計 1,161,959 1,629,188

利息及び配当金の受取額 3,865 2,712

利息の支払額 △22,728 △19,197

法人税等の支払額 △206,077 △85,926

営業活動によるキャッシュ・フロー 937,019 1,526,776

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △96,170 △145,375

有形固定資産の売却による収入 2,120 745

敷金及び保証金の差入による支出 △125,944 △143,302

敷金及び保証金の回収による収入 41,815 62,338

投資有価証券の取得による支出 － △4,500

その他 △5,778 △3,182

投資活動によるキャッシュ・フロー △183,956 △233,275

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △310,000 －

長期借入れによる収入 1,000,000 850,000

長期借入金の返済による支出 △419,584 △566,168

社債の償還による支出 △140,000 △40,000

配当金の支払額 △61,994 △61,994

財務活動によるキャッシュ・フロー 68,422 181,838

現金及び現金同等物に係る換算差額 11 △1,906

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 821,496 1,473,431

現金及び現金同等物の期首残高 1,521,426 1,336,369

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,342,922 2,809,801
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  該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28日） 

 当社及び連結子会社の事業は日用品販売事業の単一事業であります。従いまして、開示対象となるセグメン

トはありませんので記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日） 

 日用品販売事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合計に

占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28日） 

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日） 

  本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情

報の記載を省略しております。 

  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28日） 

  海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28日） 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

  

  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

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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