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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第56期

第１四半期累計期間
第57期

第１四半期累計期間
第56期

会計期間
自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日

自 平成27年７月１日
至 平成28年６月30日

売上高 (千円) 5,001,909 4,827,667 21,800,492

経常利益又は経常損失(△) (千円) △221,875 △210,114 281,309

四半期(当期)純損失(△) (千円) △189,899 △190,647 △55,026

持分法を適用した場合の投資利益 (千円) － － －

資本金 (千円) 2,375,850 2,375,850 2,375,850

発行済株式総数 (株) 5,505,000 4,205,000 4,205,000

純資産額 (千円) 12,165,680 11,986,403 12,206,148

総資産額 (千円) 16,956,826 16,573,448 16,496,990

１株当たり四半期(当期)純損失金

額(△)
(円) △45.16 △45.34 △13.09

潜在株式調整後１株当たり四半期

(当期)純利益金額
(円) － － －

１株当たり配当額 (円) － － 26.00

自己資本比率 (％) 71.7 72.3 74.0

（注）１ 当社は、四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度にかかる主要な経営指標等の推移

については記載しておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３ 持分法を適用した場合の投資利益については、関連会社がないため記載しておりません。

４ 潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、１株当たり四半期（当期）純損失であ

り、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２【事業の内容】

当第１四半期累計期間において、当社が営む事業の内容について、重要な変更はありません。
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

当第１四半期累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

 

２【経営上の重要な契約等】

当第１四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定または締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期会計期間の末日現在において当社が判断したものであります。

(1）業績の状況

当第１四半期累計期間における店舗展開につきましては、新規出店では「クラフトハートトーカイ」４店舗及び

「サントレーム」１店舗の合計５店舗を開設しました。一方、退店では「クラフトハートトーカイ」３店舗を閉鎖

しました。この結果、当第１四半期会計期間末の総店舗数は498店舗となりました。

店舗販売部門につきましては、既存店の立て直しを最重要課題として取り組みました。手芸専門店では、店舗内

ソーイングスクールや店頭講習会における新規受講者数の獲得並びに講習会稼働率の向上を推し進め、「教えるこ

と」による顧客層の拡大と売上の増大を図りました。商品面では、「和」や「ディズニー」関連商品群の商品開

発、インテリアやＵＶレジン関連商品の提案強化を推し進めました。また、生活雑貨専門店では、ギフト提案の強

化やコンセプトショップの開発に取り組みましたほか、キャラクター商品の拡充を推進しました。商品区分別売上

高では、衣料品は前年同四半期を上回りましたものの、毛糸、手芸用品、生地、和洋裁服飾品及び生活雑貨が前年

同四半期を下回りました。これらの結果、当部門の売上高は45億56百万円（前年同四半期比4.1％減）となりまし

た。

通信販売部門につきましては、出店先電子モールの大型イベント開催時期に合わせて販促を強化し、売上の増大

を図るとともに、広告宣伝費の使用は効率を重視し、利益の確保に努めました。商品区分別売上高では、衣料品は

前年同四半期を下回りましたものの、毛糸、手芸用品、生地、和洋裁服飾品及び生活雑貨が前年同四半期を上回り

ました。これらの結果、当部門の売上高は２億60百万円（前年同四半期比10.4％増）となりました。

その他の部門の内容は不動産賃貸であります。前期から当第１四半期において、賃貸物件の一部を処分したこと

から賃料が減収となり、売上高は10百万円（前年同四半期比18.9％減）となりました。

以上の結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高は48億27百万円（前年同四半期比3.5％減）となり、利益

面では、営業損失は２億10百万円（前年同四半期２億21百万円の営業損失）、経常損失は２億10百万円（前年同四

半期２億21百万円の経常損失）、四半期純損失は１億90百万円（前年同四半期１億89百万円の四半期純損失）とな

りました。
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当社は、セグメント情報を記載しておりません。

当第１四半期累計期間における事業部門及び商品区分別売上高等は、次のとおりであります。

① 販売実績

区分

売上高(千円)

前年同四半期比(％)前第１四半期累計期間
(自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日)

店舗販売部門 4,753,142 4,556,767 95.9

毛糸 156,775 143,539 91.6

手芸用品 1,384,743 1,298,898 93.8

生地 1,229,424 1,197,209 97.4

和洋裁服飾品 1,456,833 1,430,984 98.2

衣料品 113,759 114,598 100.7

生活雑貨 206,418 173,112 83.9

その他 205,188 198,423 96.7

通信販売部門 236,068 260,596 110.4

毛糸 13,322 15,150 113.7

手芸用品 83,130 88,497 106.5

生地 13,506 16,839 124.7

和洋裁服飾品 26,538 37,162 140.0

衣料品 28,601 27,993 97.9

生活雑貨 70,495 74,533 105.7

その他 473 418 88.3

その他の部門 12,697 10,303 81.1

合計 5,001,909 4,827,667 96.5

（注）１ 店舗販売部門のその他は、主に会員制による入会金の収入であります。

２ 通信販売部門のその他は、保険受取手数料収入であります。

３ その他の部門は、不動産賃貸であります。

４ 和洋裁服飾品の区分には、ミシンが含まれております。

５ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

 

② 業態別店舗数の状況

区分

前第１四半期累計期間
(自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日)

(参考)前事業年度
(平成28年６月期)

出店 退店 四半期末 出店 退店 四半期末 出店 退店 期末

クラフトハートトーカイ 9 3 419 4 3 420 22 16 419

クラフトワールド － － 2 － － 2 － － 2

クラフトパーク 1 － 43 － － 43 2 1 43

クラフトループ － 1 4 － － 4 － 1 4

サントレーム － 1 27 1 － 29 2 2 28

合計 10 5 495 5 3 498 26 20 496

（注） 「クラフトハートトーカイ」、「クラフトワールド」、「クラフトパーク」及び「クラフトループ」は手芸

専門店であり、「サントレーム」は生活雑貨専門店であります。
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(2）財政状態の分析

（資産）

当第１四半期会計期間末における総資産は、前事業年度末に比べ76百万円増加し、165億73百万円となりまし

た。流動資産は99百万円増加し、固定資産は22百万円減少しております。流動資産の増加は、主に現金及び預金

が２億49百万円減少しましたものの、商品が３億29百万円増加しましたことによるものであり、固定資産の減少

は、主にリース資産が29百万円減少しましたことによるものであります。

（負債）

当第１四半期会計期間末における負債は、前事業年度末に比べ２億96百万円増加し、45億87百万円となりまし

た。流動負債は３億29百万円増加し、固定負債は33百万円減少しております。流動負債の増加は、主にその他に

含まれております未払金が１億38百万円、未払法人税等が71百万円とそれぞれ減少しましたものの、支払手形及

び買掛金が４億71百万円、賞与引当金が80百万円とそれぞれ増加しましたことによるものであり、固定負債の減

少は、主にリース債務が21百万円減少しましたことによるものであります。

（純資産）

当第１四半期会計期間末における純資産は、前事業年度末に比べ２億19百万円減少し、119億86百万円となり

ました。主に利益剰余金が２億32百万円減少しましたことによるものであります。

 

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期累計期間において、当社が対処すべき課題について重要な変更はありません。

なお、当社は、財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めており、その内容等

（会社法施行規則第118条第３号に掲げる事項）は次のとおりであります。

① 当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針

当社は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者は、当社の企業価値の源泉を理解し、当社の企業価値

及び会社の利益ひいては株主共同の利益を継続的かつ持続的に確保、向上していくことを可能とする者であるこ

とが必要であると考えております。公開会社である当社の株券等については、株主及び投資家の皆様による自由

な取引が認められており、当社取締役会としては、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方は、

最終的には株主の皆様全体の意思により決定されるべきであり、当社の株券等に対する大量買付行為があった場

合、これに応じるか否かの判断は、最終的には当社の株主の皆様の判断に委ねられるべきものであると考えま

す。

しかしながら、近時わが国の資本市場においては、対象となる企業の経営陣の賛同を得ずに、一方的に大量買

付行為を強行する動きが見受けられます。こうした大量買付行為の中には、その目的等から見て企業価値及び会

社の利益ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主に株券等の売却を事実上強要するお

それがあるもの、対象会社の取締役会や株主が当該行為に係る提案内容や対象会社の取締役会からの代替案等を

検討するための十分な時間や情報を提供しないもの、さらに対象会社の取締役会が大量買付者の提示した条件よ

りも有利な条件をもたらすために大量買付者との協議・交渉を必要とするもの等、対象会社の企業価値及び会社

の利益ひいては株主共同の利益に資さないものも想定されます。

当社といたしましては、このような当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の向上に資さない

大量買付行為を行う者は、当社の財務及び事業の方針の決定を支配する者としては不適切であると考えており、

このような者が現れた場合には、必要かつ相当な対抗手段を講じることが、必要であると考えます。

② 基本方針の実現に資する特別な取組み

当社では、当社の企業価値の向上及び会社の利益ひいては株主共同の利益の実現によって、株主及び投資家の

皆様に長期的に継続して当社に投資していただくため、上記①の基本方針の実現に資する特別な取組みとして、

以下の施策を実施しております。

この取組みは、下記イ.の当社の企業価値の源泉を十分に理解したうえで策定されており、当社の企業価値及

び会社の利益ひいては株主共同の利益を中長期的に確保し、向上させるべく十分に検討されたものであります。

したがいまして、この取組みは、上記①の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうものでは

なく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものでもありません。

イ．企業価値の源泉について

当社の企業価値の源泉は、当社が独自に考案・構築した店舗運営を支援する次の仕組みであります。

すなわち、顧客ニーズの把握と新たな創出を可能とする自社企画開発力、地域社会に密着した着実な営業展

開に取り組んでいる路面店舗及び商業施設へのインショップ型店舗、販売委託制オーナーシステムによる出店

地域在住の加盟者との共存共栄体制による地域密着型店舗販売業務の実現、ＥＯＳ（電子式補充発注システ

ム）オンラインシステムによる店舗・お取引先様・本社・物流センター（外部委託業者）のネットワークを形

成する当社独自の物流システムの構築、柔軟性・拡張性に優れたＩＴシステムの運用が、当社の企業価値の源

泉となっております。
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そして、これらの企業価値の源泉を支えるのは、高付加価値を醸成する商品調達や商品企画・開発、店舗開

発、ストアオペレーションの従事者及び手芸専門講師等のほか、オーナーシステム店舗オーナー等の人材であ

り、企業価値は、経営理念「信用」を基礎としたお客様、お取引先様、株主の皆様、従業員、地域社会のいず

れからも信用され、その信用を維持することから創出され、これらが最大の企業価値の源泉であります。

ロ．企業価値向上への取組みについて

当社は、創立当時から多様な手芸用品を中心とした「ヒト」と「モノ」との関係を常に探求しております。

手芸・クラフトは、単に趣味の領域にとどまらず、生きがいづくり、簡単な手芸・クラフトの作品づくりが作

業療法となり、手先を使い、手順を考えることで脳の活性化を意識して作品づくりを行うことなど、学ぶ・作

る・身につける・飾る・贈るというライフスタイルを重視した心豊かな暮らしとともに、全国店舗展開による

地域社会への貢献に取り組んでおり、以下の方針のもと、一層の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の

利益の確保・向上にまい進していく所存であります。

ａ．店舗販売事業における手芸専門店においては、講習会の開催により受講者が手芸・クラフトの楽しさを享

受され、その完成した作品については当社独自に開催する展示会への出品、手芸専門書籍及びＷｅｂ上の手

芸作品投稿サイト「クラフトカフェ」への掲載など、より多くの人々に周知する機会を提供することによ

り、「手芸の作る喜びと感動」を実感していただくといった活動を通じて、手づくり文化の伝承とさらなる

手づくりファンの増加を図っております。

ｂ．店舗販売事業における手芸専門店の店舗内においては、作品を作る技術を学びたい、手づくりのものを身

につけて楽しみたい、プレゼントして喜びを共有したいという目的を達成すること、多くの方に洋裁や手芸

に興味をもっていただき、洋裁を普及させることを目的にソーイングスクールも開講しております。「かん

たん！きれい！おしゃれ！」をコンセプトとして、ニット生地を使ってロックミシンで自分に合った洋服を

作る教室で、店舗規模に応じたスペースに専用のミシンを配置し運営しており、「教えること」による売上

の向上を図っております。また、生活雑貨専門店については、時季に応じた提案力を高めるとともに、商品

力の強化・拡充を推進するため、品揃えや商品調達におきまして自社企画商品の拡充を推し進め、商品の付

加価値の向上を目指しております。

ｃ．通信販売事業につきましては、専門カタログによる販売に加え、Ｗｅｂサイト上の店舗について認知度を

高めるとともに、取扱商品の充実を図り、店舗で販売していない趣味性の高い商品や無店舗販売の特徴であ

る自宅までのお届けなど、商品力と利便性の向上によってお客様の購買意欲を高めております。

なお、通信販売と店舗販売との業態間において、取扱商品の企画・開発について連携を図ることにより、

双方の効率化と相乗効果を発揮することが可能となります。

ハ．コーポレート・ガバナンスの取組みについて

当社のコーポレート・ガバナンスについては、企業価値を継続的に向上させるとともに、「コンプライアン

ス・マニュアル」の整備並びにコンプライアンス委員会の設置により法令遵守並びに企業倫理の重要性を認識

し、株主の皆様、お客様、お取引先様、従業員、地域社会等のステークホルダーの皆様からの信頼を一層高め

るべく、経営判断の迅速化、経営の透明性及び公正性の観点から、経営上の組織整備や経営陣に対する監視機

能の充実を重要課題として取り組んでおります。

当社は、月１回開催する取締役会による経営に関する重要事項の決定と各部門の業務執行の監督、月１回の

定例開催に加え随時必要に応じて開催する幹部会による情報の共有化、意思決定の迅速化を図っております。

監査役につきましては４名全員を社外監査役とし、より独立した立場から取締役の意思決定及び職務執行を監

視できる体制を整えております。

また、社長直轄の内部監査部門として内部監査室を設置し、各部署の業務プロセスやコンプライアンス、リ

スク管理の状況等について、社内業務監査を実施して適正性等の検証を行い、その結果を社長に報告するほ

か、常勤監査役も出席する監査報告会で報告し、監査情報の共有を図っております。

当社は、会社法及び会社法施行規則に定める「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保す

るための体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要な体制」について、取締役会において決議し

ております。これに基づき、当社として業務の適正を確保する内部統制システムの整備を継続的に推し進めて

おります。
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③ 基本方針に照らして不適切な者によって当社の財務及び事業の方針の決定が支配されることを防止するための

取組み

当社といたしましては、大量買付行為が行われた場合、当該大量買付行為が当社の企業価値の向上及び会社の

利益ひいては株主共同の利益の実現に資するものであるか否か、株主の皆様に適切にご判断いただき、当社株券

等の大量買付行為に関する提案に応じるか否かを決定していただくためには、大量買付者及び当社取締役会の双

方から適切かつ十分な情報が提供され、検討のための十分な期間が確保されることが不可欠であると考えます。

また、当社取締役会は、当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上の観点から大

量買付行為の条件・方法を変更・改善させる必要があると判断する場合には、大量買付行為の条件・方法につい

て、大量買付者と交渉するとともに、株主の皆様に対して代替案の提案等を行う必要もあると考えておりますの

で、そのために必要な時間も十分に確保されるべきであります。

当社は、このような考え方に立ち、平成26年８月７日開催の取締役会において、当社株券等の大量買付行為へ

の対応策（買収防衛策）の具体的な内容（以下「本プラン」といいます。）を決定し、平成26年９月26日開催の

当社第54期定時株主総会において、株主の皆様より承認、可決されました（なお、本プランは平成23年９月29日

開催の当社第51期定時株主総会において、株主の皆様より承認、可決された当社株券等の大量買付行為への対応

策（買収防衛策）の有効期間満了に伴い、その内容を修正のうえ更新したものであります。）。本プランは、大

量買付者に対し、本プランの遵守を求めるとともに、大量買付者が本プランを遵守しない場合、並びに大量買付

行為が当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合の対

抗措置を定めており、その概要は以下のとおりであります（本プランの詳細につきましては、当社のホームペー

ジ（http://fujikyu-corp.co.jp/）で公表しております平成26年８月７日付プレスリリース「会社の支配に関す

る基本方針の改定及び当社株券等の大量買付行為への対応策（買収防衛策）の更新に関するお知らせ」をご参照

ください。）。

イ．本プランの概要

本プランは、大量買付行為が行われる場合に、当該大量買付行為を行い、または行おうとする者に対し、事

前に当該大量買付行為の内容の検討に必要な情報の提供を求め、当該大量買付行為についての情報の収集及び

検討のための一定の期間を確保したうえで、必要に応じて、大量買付者との間で大量買付行為に関する条件・

方法について交渉し、さらに、当社取締役会として、株主の皆様に代替案を提示するなどの対応を行うための

手続を定めております。

ロ．新株予約権無償割当て等の対抗措置

本プランは、大量買付者に対して当該所定の手続に従うことを要請するとともに、かかる手続に従わない大

量買付行為がなされる場合や、かかる手続に従った場合であっても当該大量買付行為が当社の企業価値及び会

社の利益ひいては株主共同の利益を著しく害するものであると判断される場合には、かかる大量買付行為に対

する対抗措置として、原則として新株予約権を株主の皆様に無償で割り当てるものです。また、会社法その他

の法律及び当社の定款上認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には、当該その

他の対抗措置が用いられることもあります。

本プランに従って割り当てられる新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）には、大量買付者及び

その関係者による行使を禁止する行使条件や、当社が本新株予約権の取得と引換えに大量買付者及びその関係

者以外の株主の皆様に当社株式を交付する取得条項等を付すことが予定されております。

本新株予約権の無償割当てが実施された場合、かかる行使条件や取得条項により、当該大量買付者及びその

関係者の有する議決権の当社の総議決権に占める割合は、大幅に希釈化される可能性があります。

ハ．独立委員会の設置

本プランに定めるルールに従って一連の手続が遂行されたか否か、並びに本プランに定めるルールが遵守さ

れた場合に当社の企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益を確保し、または向上させるために必要か

つ相当と考えられる一定の対抗措置を講じるか否かについては、当社取締役会が最終的な判断を行いますが、

その判断の合理性及び公正性を担保するために、当社は、当社取締役会から独立した組織として、独立委員会

を設置しております。独立委員会の委員は、３名以上５名以下とし、社外取締役、社外監査役、弁護士、税理

士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通している者及び他社の取締役または執行役として経験のあ

る社外者等の中から当社取締役会が選任するものとします。

ニ．情報開示

当社は、本プランに従い、大量買付行為があった事実、大量買付者から十分な情報が提供された事実、独立

委員会の判断の概要、対抗措置の発動または不発動の決定の概要、対抗措置の発動に関する事項その他の事項

について、株主の皆様に対し、適時かつ適切に情報開示を行います。
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④ 本プランの合理性（本プランが基本方針に沿い、当社株主の共同の利益を損なうものではなく、当社役員の地

位の維持を目的とするものではないこと及びその理由）

本プランは、以下の理由により、上記①の基本方針に沿うものであり、当社株主の共同の利益を損なうもので

はなく、また、当社役員の地位の維持を目的とするものでもないと考えております。

イ．買収防衛策に関する指針（経済産業省及び法務省が平成17年５月27日に発表した「企業価値・株主共同の利

益の確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」）の要件等を完全に充足していること

ロ．企業価値及び会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上を目的として更新されていること

ハ．株主意思を重視するものであること

ニ．独立性の高い社外者（独立委員会）の判断を重視していること

ホ．対抗措置発動に係る合理的な客観的要件を設定していること

ヘ．独立した地位にある第三者専門家の助言を取得できること

ト．デッドハンド型買収防衛策やスローハンド型買収防衛策ではないこと

 

(4）研究開発活動

該当事項はありません。
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 20,000,000

計 20,000,000

 

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成28年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成28年11月11日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 4,205,000 4,205,000

東京証券取引所

(市場第一部)

名古屋証券取引所

(市場第一部)

単元株式数は100株で

あります。

計 4,205,000 4,205,000 － －

 

 

（２）【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

（４）【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式
総数増減数

(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成28年７月１日～

平成28年９月30日
－ 4,205,000 － 2,375,850 － －

 

 

（６）【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、

記載することができないことから、直前の基準日（平成28年６月30日）に基づく株主名簿による記載をしてお

ります。

①【発行済株式】

平成28年９月30日現在
 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式(自己株式等) － － －

議決権制限株式(その他) － － －

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式　　　　　300
－ －

完全議決権株式(その他) 普通株式　　4,203,900 42,039 －

単元未満株式 普通株式　　　　　800 － －

発行済株式総数 4,205,000 － －

総株主の議決権 － 42,039 －

（注） 「単元未満株式」欄の普通株式数には、自己保有株式10株が含まれております。

 

②【自己株式等】

平成28年９月30日現在
 

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義

所有株式数(株)
他人名義

所有株式数(株)
所有株式数
の合計(株)

発行済株式総数に
対する所有株式数

の割合(％)

(自己保有株式)

藤久株式会社

名古屋市名東区

高社一丁目210番地
300 － 300 0.00

計 － 300 － 300 0.00

 

２【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期財務諸表の作成方法について
当社の四半期財務諸表は、「四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府令第63

号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について
当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期会計期間（平成28年７月１日から平成28

年９月30日まで）及び第１四半期累計期間（平成28年７月１日から平成28年９月30日まで）に係る四半期財務諸表に

ついて、有限責任監査法人トーマツによる四半期レビューを受けております。

 

３．四半期連結財務諸表について
当社は子会社がないため、四半期連結財務諸表は作成しておりません。
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１【四半期財務諸表】

（１）【四半期貸借対照表】

  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成28年６月30日)
当第１四半期会計期間
(平成28年９月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,735,849 4,486,242

受取手形及び売掛金 179,806 164,212

商品 5,628,148 5,957,950

貯蔵品 528 1,205

その他 820,631 854,511

貸倒引当金 △1,255 △1,170

流動資産合計 11,363,708 11,462,952

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 795,063 802,820

土地 1,601,123 1,601,123

リース資産（純額） 531,302 502,132

その他（純額） 95,530 96,816

有形固定資産合計 3,023,020 3,002,893

無形固定資産 70,416 68,365

投資その他の資産   

差入保証金 1,743,526 1,737,851

その他 296,318 301,385

投資その他の資産合計 2,039,845 2,039,237

固定資産合計 5,133,282 5,110,496

資産合計 16,496,990 16,573,448
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  (単位：千円)

 
前事業年度

(平成28年６月30日)
当第１四半期会計期間
(平成28年９月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,685,735 2,156,793

リース債務 223,983 216,017

未払法人税等 129,140 57,959

賞与引当金 40,130 120,390

ポイント引当金 54,927 53,416

資産除去債務 16,425 24,359

その他 981,771 832,599

流動負債合計 3,132,112 3,461,536

固定負債   

リース債務 317,826 296,240

役員退職慰労引当金 216,096 220,811

資産除去債務 333,846 327,594

その他 290,960 280,860

固定負債合計 1,158,729 1,125,507

負債合計 4,290,842 4,587,044

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,375,850 2,375,850

資本剰余金 56,080 56,080

利益剰余金 9,772,273 9,539,579

自己株式 △771 △771

株主資本合計 12,203,432 11,970,737

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,715 15,666

評価・換算差額等合計 2,715 15,666

純資産合計 12,206,148 11,986,403

負債純資産合計 16,496,990 16,573,448
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（２）【四半期損益計算書】

【第１四半期累計期間】

  (単位：千円)

 
前第１四半期累計期間
(自 平成27年７月１日
 至 平成27年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年７月１日
 至 平成28年９月30日)

売上高 5,001,909 4,827,667

売上原価 1,894,652 1,822,120

売上総利益 3,107,256 3,005,547

販売費及び一般管理費 3,328,833 3,216,344

営業損失（△） △221,576 △210,797

営業外収益   

受取利息 677 265

受取配当金 51 56

受取手数料 1,400 1,950

その他 882 1,084

営業外収益合計 3,012 3,356

営業外費用   

支払利息 3,266 2,644

その他 44 28

営業外費用合計 3,311 2,673

経常損失（△） △221,875 △210,114

特別利益   

固定資産売却益 660 －

受取補償金 2,844 574

特別利益合計 3,504 574

特別損失   

固定資産除却損 3,216 757

減損損失 300 8,289

店舗閉鎖損失 6,230 4,002

特別損失合計 9,747 13,048

税引前四半期純損失（△） △228,118 △222,588

法人税、住民税及び事業税 35,272 35,104

法人税等調整額 △73,490 △67,045

法人税等合計 △38,218 △31,940

四半期純損失（△） △189,899 △190,647
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【注記事項】

（追加情報）

（繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針の適用）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当

第１四半期会計期間から適用しております。

 

（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

 

当第１四半期累計期間に係る四半期キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。

なお、第１四半期累計期間に係る減価償却費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであり

ます。

 
前第１四半期累計期間
(自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日)

減価償却費 104,600千円 97,822千円

 

（株主資本等関係）

 

前第１四半期累計期間（自 平成27年７月１日 至 平成27年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年９月25日

定時株主総会
普通株式 67,275 16.00 平成27年６月30日 平成27年９月28日 利益剰余金

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期累計期間（自 平成28年７月１日 至 平成28年９月30日）

１．配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年９月28日

定時株主総会
普通株式 42,046 10.00 平成28年６月30日 平成28年９月29日 利益剰余金

 

２．基準日が当第１四半期累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期会計期間の末日

後となるもの

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

藤久株式会社(E03211)

四半期報告書

15/18



（セグメント情報等）

【セグメント情報】

当社は、手芸用品及び生活雑貨等の店舗販売を主要業務とし、ほかに手芸用品及び生活雑貨等の通信販売

並びに不動産賃貸を営んでおりますが、店舗販売事業の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいと考

えられることから、セグメント情報の記載を省略しております。

 

（１株当たり情報）

 

１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎は、次のとおりであります。

項目
前第１四半期累計期間
(自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成28年７月１日
至 平成28年９月30日)

１株当たり四半期純損失金額(△) (円) △45.16 △45.34

(算定上の基礎)    

四半期純損失(△) (千円) △189,899 △190,647

普通株主に帰属しない金額 (千円) － －

普通株式に係る四半期純損失(△) (千円) △189,899 △190,647

普通株式の期中平均株式数 (株) 4,204,713 4,204,690

（注） 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式

が存在しないため記載しておりません。

 

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書  

 

 平成２８年１１月１１日
 

藤 久 株 式 会 社
 

取 締 役 会 御 中  

 

 有限責任監査法人 ト ー マ ツ  

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 松  村  浩  司   ㊞

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 今  泉       誠   ㊞

 

当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている藤久株式会社

の平成２８年７月１日から平成２９年６月３０日までの第５７期事業年度の第１四半期会計期間(平成２８年７月１日か

ら平成２８年９月３０日まで)及び第１四半期累計期間(平成２８年７月１日から平成２８年９月３０日まで)に係る四半

期財務諸表、すなわち、四半期貸借対照表、四半期損益計算書及び注記について四半期レビューを行った。

 

四半期財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期財務諸表の作成基準に準拠して四半期財務諸表を

作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期財務諸表を作成し適正に

表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

 

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期財務諸表に対する結論

を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四

半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認

められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

 

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められ

る四半期財務諸表の作成基準に準拠して、藤久株式会社の平成２８年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了す

る第１四半期累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

 

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上

 

(注) １．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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