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1.  平成22年8月期第3四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成22年5月31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3四半期 25,909 4.9 1,039 19.6 1,195 40.1 557 6.9
21年8月期第3四半期 24,707 ― 869 ― 852 ― 520 ―

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3四半期 89.86 88.02
21年8月期第3四半期 16,806.54 16,725.29

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3四半期 12,106 3,744 30.8 601.88
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3四半期  3,731百万円 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（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3四半期 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3四半期  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3四半期 6,199,400株 21年8月期第3四半期 30,997株
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当第３四半期連結累計期間のわが国経済は、輸出とエコポイントやエコカー補助金など政府の景気刺激策に下支

えされて、ゆるやかな回復局面をたどりました。しかし、５月に発生した欧州信用不安が、景気牽引役の輸出への下

方圧力要因として表面化しました。これらプラス、マイナスの要因を背景に消費者心理は、徐々に回復傾向が見え始

めたと思われますが、低価格志向は依然強い状況が続いています。このような厳しい環境下で、当社は日用消耗雑貨

を中心にお買い得感のある商品を揃えた店舗を、ローコストの出店とオペレーションで運営することを継続していま

す。お客様の満足度の向上と、店舗収益効率の確保とを両立させる努力を重ねています。 

当第３四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79店舗、FC店舗他が15店舗、閉鎖

店舗数は直営店舗が40店舗、FC店舗他が18店舗で、当第３四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826店舗となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は259億９百万円（前年同期比4.9%増）、営業利益は10億39百万

円（同19.6％増）、経常利益は11億95百万円（同40.1%増）、四半期純利益は５億57百万円（同6.9%増）となりまし

た。 

  

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、121億６百万円となり、前連結会計年度末に比べ、８億22百万

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85億70百万円（同９億28百万円増）、固定資産は

35億36百万円（同１億５百万円減）であります。負債の部では、流動負債は68億79百万円（同５億57百万円増）、

固定負債は14億83百万円（同２億27万円減）であります。 

 純資産の部の合計は、37億44百万円となり、前連結会計年度末に比べ、４億92百万円の増加となりました。その

主な要因は、利益剰余金の４億95百万円の増加によるものです。 

 なお、自己資本比率は30.8％となり、前連結会計年度末に比べ、2.0％の増加となりました。1株当たり純資産は

601円88銭であります。  

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第３四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８億７百万円増加し21億43百万円となりました。 

 当第３四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、11億３百万円（前年同期は12億80百万円の獲得）となりました。収入の主な

内訳は、税金等調整前四半期純利益11億46百万円、仕入債務の増加額１億83百万円、減価償却費１億56百万円であ

ります。支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額３億90百万円、法人税等の支払額２億45百万円であります。 

  

（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２億83百万円（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２億52百万円、新規出店のための敷金及び保証金の差入による支出１億89百万円、

有形固定資産の売却による収入１億９百万円、店舗閉鎖による敷金及び保証金の回収による収入71百万円等による

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、使用した資金は７百万円（前年同期は83百万円の使用）となりました。この内訳は、長期借入

金の返済による支出９億15百万円、社債の償還による支出80百万円、配当金の支払額61百万円、長期借入れによる

収入10億50百万円等によるものであります。  

  

  平成22年４月12日に公表いたしました連結業績予想から修正は行っておりません。  

  

  

  該当事項はありません。 

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

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）
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  該当事項はありません。 

  

  

  

（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３四半期連結累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年５月31日） 

（四半期連結損益計算書） 

１．前第３四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３四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３四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３四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３四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３四半期

連結累計期間の「保険解約返戻金」は 千円であります。  

8,420

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３四半期連結会計期間末
(平成22年５月31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 2,143,469 1,336,369

受取手形及び売掛金 1,784,296 1,750,119

商品及び製品 3,968,542 3,579,958

原材料及び貯蔵品 7,022 5,391

繰延税金資産 384,915 193,786

その他 308,347 802,507

貸倒引当金 △26,076 △25,674

流動資産合計 8,570,518 7,642,459

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 679,770 719,652

減価償却累計額及び減損損失累計額 △474,448 △456,590

建物及び構築物（純額） 205,322 263,061

車両運搬具 6,035 7,079

減価償却累計額及び減損損失累計額 △3,520 △5,515

車両運搬具（純額） 2,515 1,563

工具、器具及び備品 1,825,236 1,673,568

減価償却累計額及び減損損失累計額 △1,364,156 △1,251,112

工具、器具及び備品（純額） 461,079 422,455

土地 80,600 136,845

有形固定資産合計 749,517 823,926

無形固定資産   

のれん 273,183 390,262

その他 30,350 33,374

無形固定資産合計 303,534 423,636

投資その他の資産   

投資有価証券 68,475 66,105

繰延税金資産 21,107 18,584

差入保証金 2,320,747 2,237,004

その他 105,003 110,309

貸倒引当金 △31,980 △37,807

投資その他の資産合計 2,483,352 2,394,195

固定資産合計 3,536,404 3,641,758

資産合計 12,106,922 11,284,218
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年５月31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 3,907,087 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 1,240,988 1,042,986

未払法人税等 624,405 281,594

未払消費税等 23,527 398,899

賞与引当金 14,972 111,237

その他 748,196 561,253

流動負債合計 6,879,177 6,321,839

固定負債   

社債 － 180,000

長期借入金 1,133,292 1,197,274

退職給付引当金 70,700 50,303

役員退職慰労引当金 65,903 59,417

負ののれん 1,510 6,043

その他 212,261 218,076

固定負債合計 1,483,668 1,711,114

負債合計 8,362,846 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 2,710,218 2,215,116

自己株式 △291,319 △291,319

株主資本合計 3,735,262 3,240,160

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,766 1,360

為替換算調整勘定 △2,202 3,223

評価・換算差額等合計 △3,969 4,583

新株予約権 12,783 6,519

純資産合計 3,744,076 3,251,263

負債純資産合計 12,106,922 11,284,218
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

売上高 24,707,554 25,909,218

売上原価 15,652,602 16,273,405

売上総利益 9,054,952 9,635,813

販売費及び一般管理費 8,185,940 8,596,353

営業利益 869,011 1,039,459

営業外収益   

受取賃貸料 20,391 20,182

消費税等免税益 － 175,157

その他 17,812 32,188

営業外収益合計 38,203 227,528

営業外費用   

支払利息 31,983 27,467

退店違約金 － 29,589

その他 22,261 14,756

営業外費用合計 54,244 71,814

経常利益 852,970 1,195,173

特別利益   

固定資産売却益 510 474

貸倒引当金戻入額 15,426 5,424

保険解約返戻金 1,119 －

その他 － 273

特別利益合計 17,056 6,173

特別損失   

固定資産除却損 1,051 3,223

固定資産売却損 68 3,541

投資有価証券評価損 3,910 －

保険解約損 587 －

減損損失 46,750 48,227

特別損失合計 52,367 54,992

税金等調整前四半期純利益 817,659 1,146,354

法人税、住民税及び事業税 355,616 780,770

法人税等調整額 △58,909 △191,511

法人税等合計 296,707 589,258

四半期純利益 520,952 557,095
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31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 817,659 1,146,354

減価償却費 152,244 156,176

減損損失 46,750 48,227

負ののれん償却額 △4,532 △4,532

のれん償却額 117,078 117,078

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,426 △5,424

賞与引当金の増減額（△は減少） △59,812 △96,265

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,518 20,397

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,641 6,486

受取利息及び受取配当金 △5,375 △3,945

支払利息 31,983 27,467

投資有価証券評価損益（△は益） 3,910 －

固定資産除却損 1,051 3,223

売上債権の増減額（△は増加） △19,745 △34,176

たな卸資産の増減額（△は増加） △304,587 △390,771

仕入債務の増減額（△は減少） 827,877 183,367

未払消費税等の増減額（△は減少） △143,766 △52,549

その他 293,132 252,068

小計 1,749,599 1,373,180

利息及び配当金の受取額 5,428 3,940

利息の支払額 △33,334 △28,382

法人税等の支払額 △440,721 △245,537

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,280,972 1,103,201

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 △97,159 △252,205

有形固定資産の売却による収入 2,120 109,238

敷金及び保証金の差入による支出 △166,939 △189,223

敷金及び保証金の回収による収入 84,320 71,672

投資有価証券の取得による支出 － △4,500

その他 △5,778 △18,299

投資活動によるキャッシュ・フロー △183,436 △283,317

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） △470,000 －

長期借入れによる収入 1,300,000 1,050,000

長期借入金の返済による支出 △671,675 △915,980

社債の償還による支出 △180,000 △80,000

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 △83,669 △7,974

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,254 △4,809

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,015,121 807,100

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 2,536,548 2,143,469
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  該当事項はありません。 

  

 前第３四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年５月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年５月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年５月31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３四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年５月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年５月31日） 

 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

  

当第３四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年５月31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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