
 

 

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 3 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 7月 16 日に発表いたしました｢平成 25年 8月期 第 3四半期決算短信〔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３四半期の連結業績（平成24年９月１日～平成25年５月31日） 

（注）包括利益 25年８月期第３四半期 △538百万円（－％） 24年８月期第３四半期 211百万円（6.3％） 

  

（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３四半期決算短信〔日本基準〕（連結） 

        平成25年７月16日

上場会社名 株式会社雑貨屋ブルドッグ 上場取引所 東 

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）久岡 卓司 

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７月16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３四半期  7,106  △20.1  △326  －  △209  －  △538  －

24年８月期第３四半期  8,888  △11.3  655  3.2  664  18.3  213  7.4

  
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３四半期  △52.53  －

24年８月期第３四半期  20.81  －

  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３四半期  16,908  11,226  66.4  1,094.35

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３四半期 百万円11,226   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  － 0.00 －  

25年８月期 
（予想） 

  0.00 0.00

（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、対前期増減率）

  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 

通期  10,311  △8.4  3  △99.5  109  △83.4  △698  －  △68.04

（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意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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 10,258,453株 24年８月期３Ｑ 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３四半期連結会計期間のわが国経済は、円安を背景に一部の輸出関連企業において活況を帯びてきております

が、小売セクターは国内消費におけるデフレ傾向は是正されず、依然として厳しい状況が続いております。 

 当社グループは、かねてより課題でありました在庫過多の是正を前期末から着手し在庫回転率の向上を目指してま

いりました。その結果一時的な商品供給量の凹凸が発生しましたが、当第３四半期の、商品供給は正常化いたしまし

た。しかしながら、コンセプトのズレや、相対的な商品供給量の見誤りもあり、未だ売上を押し上げるには至ってお

りません。 

 店舗展開では当第３四半期会計期間中に１店舗を出店し、８店舗を閉店しました。今後につきましては新規出店の

模索と同時に、既存店舗の改装による変革を計画してまいります。現在、既存店舗3店舗および遊休店舗１店舗につ

いて改装を計画しております。 

これらの結果、売上高は7,106百万円（前年同期比20.1％減）となりました。営業損失は326百万円（前年同期

は、655百万円の営業利益）となり、経常損失は209百万円（前年同期は、664百万円の経常利益）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538百万円（前年同期は、213百万円の四半期純利益）となり

ました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期末における総資産は16,908百万円となり、前連結会計年度末に比べ86百万円減少いたしました。これ

は主に、流動資産において、現金および預金が295百万円、受取手形および売掛金が13百万円増加したことに対し、

繰延税金資産84百万円、敷金および保証金84百万円、固定資産224百万円減少したこと等によるものであります。 

 負債合計は5,681百万円となり、前連結会計年度末に比べ503百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金

613百万円の増加に対し、未払法人税41百万円、役員退職慰労引当金19百万円、資産除去債務費用17百万円が減少し

たこと等によるものであります。 

 純資産合計は11,226百万円となり、前連結会計年度末に比べ589百万円減少いたしました。これは主に、利益剰余

金590百万円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25年４月15日に発表致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３四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、当第２四半期連結会計期間

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３四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３四半期連結会計期間 
（平成25年５月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 5,620,294 5,915,547

  受取手形及び売掛金 84,917 98,844

  商品 6,759,370 6,740,537

  繰延税金資産 93,322 8,451

  その他 391,243 323,344

  貸倒引当金 △846 △124

  流動資産合計 12,948,301 13,086,601

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 1,116,448 1,029,395

   その他（純額） 1,432,995 1,394,048

   有形固定資産合計 2,549,443 2,423,444

  無形固定資産 20,095 18,697

  投資その他の資産 

   敷金及び保証金 1,390,754 1,306,450

   その他 103,950 87,182

   貸倒引当金 △18,138 △14,157

   投資その他の資産合計 1,476,566 1,379,475

  固定資産合計 4,046,105 3,821,617

 資産合計 16,994,407 16,908,218

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 343,871 413,302

  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 1,151,186

  未払法人税等 69,557 28,295

  賞与引当金 13,196 36,101

  資産除去債務 3,565 19,811

  その他 362,209 312,295

  流動負債合計 2,622,837 2,660,992

 固定負債 

  長期借入金 1,884,243 2,497,816

  退職給付引当金 161,858 173,727

  役員退職慰労引当金 58,071 38,987

  資産除去債務 277,612 259,829

  その他 173,538 50,493

  固定負債合計 2,555,323 3,020,854

 負債合計 5,178,161 5,681,847



  

（単位：千円）

    
前連結会計年度 

（平成24年８月31日） 
当第３四半期連結会計期間 
（平成25年５月31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 6,730,536

  自己株式 △1,191 △1,191

  株主資本合計 11,818,991 11,228,777

 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 △2,406

  その他の包括利益累計額合計 △2,745 △2,406

 純資産合計 11,816,246 11,226,371

負債純資産合計 16,994,407 16,908,218



（第３四半期連結累計期間） 

  

（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３四半期連結累計期間 
（自 平成23年９月１日 
至 平成24年５月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年９月１日 
至 平成25年５月31日） 

売上高 8,888,684 7,106,367

売上原価 3,871,623 3,280,642

売上総利益 5,017,061 3,825,724

販売費及び一般管理費 4,361,239 4,152,462

営業利益又は営業損失（△） 655,821 △326,737

営業外収益 

 受取利息 8,014 5,257

 受取配当金 112 64

 為替差益 － 2,317

 受取賃貸料 45,516 44,330

 デリバティブ評価益 91,232 132,362

 その他 4,559 9,862

 営業外収益合計 149,434 194,194

営業外費用 

 支払利息 42,054 40,120

 為替差損 56,177 －

 賃貸収入原価 35,523 33,925

 その他 7,069 2,512

 営業外費用合計 140,825 76,557

経常利益又は経常損失（△） 664,431 △209,099

特別利益 

 固定資産売却益 － 186

 特別利益合計 － 186

特別損失 

 固定資産除却損 226 33,166

 減損損失 2,007 30,527

 役員退職慰労金 164,666 64,666

 賃貸借契約解約損 2,892 －

 特別損失合計 169,792 128,360

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（△） 
494,638 △337,273

法人税、住民税及び事業税 82,079 89,697

法人税等調整額 199,023 111,950

法人税等合計 281,103 201,647

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（△） 
213,535 △538,921

四半期純利益又は四半期純損失（△） 213,535 △538,921



（第３四半期連結累計期間） 

  

（四半期連結包括利益計算書）

（単位：千円）

   
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年９月１日 
至 平成24年５月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年９月１日 
至 平成25年５月31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（△） 
213,535 △538,921

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 △1,645 339

 その他の包括利益合計 △1,645 339

四半期包括利益 211,889 △538,582

（内訳） 

 親会社株主に係る四半期包括利益 211,889 △538,582



  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。 

   

   

（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



【訂正後】 

  

１．平成25年８月期第３四半期の連結業績（平成24年９月１日～平成25年５月31日） 

（注）包括利益 25年８月期第３四半期 △1,043百万円（－％） 24年８月期第３四半期 △49百万円（－％） 

  

（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） 
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上場会社名 株式会社雑貨屋ブルドッグ 上場取引所 東 

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）久岡 卓司 

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７月16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３四半期  7,106  △20.1  △944  －  △828  －  △1,043  －

24年８月期第３四半期  8,888  △11.3  250  △47.9  259  △36.3  △47  －

  
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３四半期  △101.74  －

24年８月期第３四半期  △4.65  －

  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３四半期  15,599  9,835  63.0  960.07

24年８月期  16,191  10,930  67.5  1,065.51

（参考）自己資本 25年８月期第３四半期 百万円9,835   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  － 0.00 －  

25年８月期 
（予想） 

  0.00 0.00

（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、対前期増減率）

  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 

通期  10,311  △8.4  3  △99.5  109  △83.4  △698  －  △68.04

（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意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３Ｑ 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３Ｑ 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３Ｑ 10,258,453株 24年８月期３Ｑ 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３四半期連結会計期間のわが国経済は、円安を背景に一部の輸出関連企業において活況を帯びてきております

が、小売セクターは国内消費におけるデフレ傾向は是正されず、依然として厳しい状況が続いております。 

 当社グループは、かねてより課題でありました在庫過多の是正を前期末から着手し在庫回転率の向上を目指してま

いりました。その結果一時的な商品供給量の凹凸が発生しましたが、当第３四半期の、商品供給は正常化いたしまし

た。しかしながら、コンセプトのズレや、相対的な商品供給量の見誤りもあり、未だ売上を押し上げるには至ってお

りません。 

 店舗展開では当第３四半期会計期間中に１店舗を出店し、８店舗を閉店しました。今後につきましては新規出店の

模索と同時に、既存店舗の改装による変革を計画してまいります。現在、既存店舗3店舗および遊休店舗１店舗につ

いて改装を計画しております。 

これらの結果、売上高は7,106百万円（前年同期比20.1％減）となりました。営業損失は944百万円（前年同期

は、250百万円の営業利益）となり、経常損失は828百万円（前年同期は、259百万円の経常利益）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1,043百万円（前年同期は、47百万円の四半期純損失）とな

りました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期末における総資産は15,599百万円となり、前連結会計年度末に比べ591百万円減少いたしました。こ

れは主に、流動資産において、現金および預金が295百万円、受取手形および売掛金が13百万円増加したことに対

し、棚卸資産666百万円、敷金および保証金84百万円、固定資産137百万円減少したこと等によるものであります。 

 負債合計は5,764百万円となり、前連結会計年度末に比べ503百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金

613百万円の増加に対し、未払法人税41百万円、役員退職慰労引当金19百万円、資産除去債務費用17百万円が減少し

たこと等によるものであります。 

 純資産合計は9,835百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,094百万円減少いたしました。これは主に、利益剰余

金1,095百万円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25年４月15日に発表致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３四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、当第２四半期連結会計期間

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３四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３四半期連結会計期間 
（平成25年５月31日） 

資産の部 

 流動資産 

  現金及び預金 5,620,294 5,915,547

  受取手形及び売掛金 84,917 98,844

  商品 6,237,830 5,571,734

  繰延税金資産 38,546 8,451

  その他 391,243 323,344

  貸倒引当金 △846 △124

  流動資産合計 12,371,985 11,917,798

 固定資産 

  有形固定資産 

   建物及び構築物（純額） 982,365 925,948

   その他（純額） 1,382,231 1,358,589

   有形固定資産合計 2,364,596 2,284,538

  無形固定資産 20,095 18,697

  投資その他の資産 

   敷金及び保証金 1,390,754 1,306,450

   その他 62,011 86,639

   貸倒引当金 △18,138 △14,157

   投資その他の資産合計 1,434,626 1,378,933

  固定資産合計 3,819,319 3,682,168

 資産合計 16,191,305 15,599,967

負債の部 

 流動負債 

  支払手形及び買掛金 343,871 413,302

  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 1,151,186

  未払法人税等 69,557 28,295

  賞与引当金 13,196 36,101

  資産除去債務 3,565 19,811

  その他 369,643 321,186

  流動負債合計 2,630,270 2,669,882

 固定負債 

  長期借入金 1,884,243 2,497,816

  退職給付引当金 161,858 173,727

  役員退職慰労引当金 58,071 38,987

  資産除去債務 277,612 259,829

  その他 248,753 123,958

  固定負債合計 2,630,539 3,094,319

 負債合計 5,260,809 5,764,202



  

（単位：千円）

    
前連結会計年度 

（平成24年８月31日） 
当第３四半期連結会計期間 
（平成25年５月31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 5,339,930

  自己株式 △1,191 △1,191

  株主資本合計 10,933,241 9,838,171

 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 △2,406

  その他の包括利益累計額合計 △2,745 △2,406

 純資産合計 10,930,495 9,835,764

負債純資産合計 16,191,305 15,599,967



（第３四半期連結累計期間） 

  

（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３四半期連結累計期間 
（自 平成23年９月１日 
至 平成24年５月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年９月１日 
至 平成25年５月31日） 

売上高 8,888,684 7,106,367

売上原価 4,308,893 3,927,905

売上総利益 4,579,790 3,178,461

販売費及び一般管理費 4,329,627 4,122,786

営業利益又は営業損失（△） 250,162 △944,324

営業外収益 

 受取利息 8,014 5,257

 受取配当金 112 64

 為替差益 － 2,317

 受取賃貸料 45,516 44,330

 デリバティブ評価益 91,232 132,362

 その他 4,559 10,060

 営業外収益合計 149,434 194,392

営業外費用 

 支払利息 42,054 40,120

 為替差損 56,177 －

 賃貸収入原価 35,362 35,689

 その他 6,947 2,512

 営業外費用合計 140,542 78,322

経常利益又は経常損失（△） 259,055 △828,254

特別利益 

 固定資産売却益 － 186

 特別利益合計 － 186

特別損失 

 固定資産除却損 226 16,378

 減損損失 － 23,942

 役員退職慰労金 164,666 64,666

 賃貸借契約解約損 2,892 －

 特別損失合計 167,785 104,986

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（△） 
91,270 △933,054

法人税、住民税及び事業税 82,079 89,697

法人税等調整額 56,896 21,026

法人税等合計 138,976 110,723

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △47,706 △1,043,777

四半期純損失（△） △47,706 △1,043,777



（第３四半期連結累計期間） 

  

（四半期連結包括利益計算書）

（単位：千円）

   
前第３四半期連結累計期間 
（自 平成23年９月１日 
至 平成24年５月31日） 

当第３四半期連結累計期間 
（自 平成24年９月１日 
至 平成25年５月31日） 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △47,706 △1,043,777

その他の包括利益 

 その他有価証券評価差額金 △1,645 339

 その他の包括利益合計 △1,645 339

四半期包括利益 △49,351 △1,043,438

（内訳） 

 親会社株主に係る四半期包括利益 △49,351 △1,043,438



  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。 

   

   

（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
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