
１．四半期連結財務諸表の作成方法について 

 当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣

府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、前第２四半期連結会計期間（平成20年12月１日から平成21年２月28日まで）及び前第２四半期連結累計期

間（平成20年９月１日から平成21年２月28日まで）は、改正前の四半期連結財務諸表規則に基づき、当第２四半期

連結会計期間（平成21年12月１日から平成22年２月28日まで）及び当第２四半期連結累計期間（平成21年９月１日

から平成22年２月28日まで）は、改正後の四半期連結財務諸表規則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、前第２四半期連結会計期間（平成20年12月１日か

ら平成21年２月28日まで）及び前第２四半期連結累計期間（平成20年９月１日から平成21年２月28日まで）に係る

四半期連結財務諸表並びに当第２四半期連結会計期間（平成21年12月１日から平成22年２月28日まで）及び当第２

四半期連結累計期間（平成21年９月１日から平成22年２月28日まで）に係る四半期連結財務諸表について、新日本

有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。 

  

第５【経理の状況】
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１【四半期連結財務諸表】 
（１）【四半期連結貸借対照表】 

（単位：百万円）

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 108,347 43,876

受取手形及び売掛金 17,787 15,213

有価証券 168,560 125,875

たな卸資産 ※1  70,595 ※1  74,580

繰延税金資産 21,982 22,187

未収還付法人税等 292 4,771

その他 12,476 11,842

貸倒引当金 △178 △175

流動資産合計 399,864 298,171

固定資産   

有形固定資産 ※3  48,581 ※3  45,946

無形固定資産   

のれん 35,610 39,399

その他 15,779 15,913

無形固定資産合計 51,389 55,312

投資その他の資産 ※4  63,578 ※4  63,854

固定資産合計 163,549 165,114

資産合計 563,413 463,285

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 105,806 56,930

短期借入金 7,669 11,775

1年内返済予定の長期借入金 8,203 3,098

未払法人税等 40,120 27,022

為替予約 40,332 40,846

引当金 718 1,665

その他 35,455 34,263

流動負債合計 238,306 175,602

固定負債   

長期借入金 10,771 17,980

引当金 349 1,130

その他 6,939 7,158

固定負債合計 18,059 26,269

負債合計 256,366 201,871
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（単位：百万円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 10,273 10,273

資本剰余金 5,000 5,000

利益剰余金 342,146 295,442

自己株式 △16,257 △16,254

株主資本合計 341,163 294,462

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,253 △9,353

繰延ヘッジ損益 △24,005 △24,289

為替換算調整勘定 △1,183 △1,179

評価・換算差額等合計 △36,442 △34,822

少数株主持分 2,325 1,774

純資産合計 307,046 261,413

負債純資産合計 563,413 463,285
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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：百万円）

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 357,424 470,970

売上原価 179,369 224,651

売上総利益 178,054 246,318

販売費及び一般管理費 ※1  108,197 ※1  146,433

営業利益 69,856 99,885

営業外収益   

受取利息及び配当金 621 167

その他 479 303

営業外収益合計 1,100 470

営業外費用   

支払利息 565 326

持分法による投資損失 1,383 －

為替差損 5,390 2,993

その他 457 519

営業外費用合計 7,796 3,839

経常利益 63,160 96,516

特別利益   

受取和解金 13 －

貸倒引当金戻入額 3 －

事業整理損失引当金戻入額 － 139

その他 2 78

特別利益合計 19 217

特別損失   

固定資産除却損 311 293

投資有価証券評価損 166 －

店舗閉鎖損失 253 172

減損損失 197 －

事業撤退損 － 368

その他 16 348

特別損失合計 945 1,182

税金等調整前四半期純利益 62,235 95,552

法人税、住民税及び事業税 27,323 39,949

法人税等調整額 △757 △270

法人税等合計 26,565 39,679

少数株主利益 117 516

四半期純利益 35,552 55,356
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年12月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年12月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 168,914 207,506

売上原価 86,985 99,252

売上総利益 81,928 108,253

販売費及び一般管理費 ※1  53,015 ※1  69,428

営業利益 28,913 38,824

営業外収益   

受取利息及び配当金 276 95

その他 161 124

営業外収益合計 437 220

営業外費用   

支払利息 228 158

持分法による投資損失 1,391 －

為替差損 1,370 686

その他 281 332

営業外費用合計 3,272 1,176

経常利益 26,078 37,867

特別利益   

受取和解金 △5 －

貸倒引当金戻入額 △17 －

事業整理損失引当金戻入額 － △0

その他 2 46

特別利益合計 △20 46

特別損失   

固定資産除却損 230 112

投資有価証券評価損 166 －

店舗閉鎖損失 140 28

減損損失 197 －

事業撤退損 － 368

その他 16 313

特別損失合計 751 822

税金等調整前四半期純利益 25,306 37,091

法人税、住民税及び事業税 14,455 17,976

法人税等調整額 △2,636 △1,437

法人税等合計 11,819 16,539

少数株主利益 105 48

四半期純利益 13,381 20,503
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：百万円）

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 62,235 95,552

減価償却費及びその他の償却費 4,193 5,636

減損損失 197 －

のれん償却額 2,354 3,780

貸倒引当金の増減額（△は減少） △57 801

退職給付引当金の増減額（△は減少） 44 40

受取利息及び受取配当金 △621 △167

支払利息 565 326

為替差損益（△は益） 1,860 979

持分法による投資損益（△は益） 1,383 －

固定資産除却損 311 293

投資有価証券評価損益（△は益） 166 －

売上債権の増減額（△は増加） △320 △2,715

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,823 3,096

仕入債務の増減額（△は減少） 37,626 49,301

その他の資産の増減額（△は増加） △937 △174

その他の負債の増減額（△は減少） △4,857 11

その他 266 △638

小計 98,588 156,124

利息及び配当金の受取額 665 164

利息の支払額 △510 △291

子会社の再生債務返済による支出 △468 △475

法人税等の支払額 △23,867 △26,829

法人税等の還付額 6,990 4,649

営業活動によるキャッシュ・フロー 81,397 133,342

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） 81 △160

有形固定資産の取得による支出 △4,287 △6,053

無形固定資産の取得による支出 △2,094 △1,389

敷金及び保証金の差入による支出 △4,869 △3,524

敷金及び保証金の回収による収入 1,388 1,980

建設協力金の支払による支出 △449 △520

建設協力金の回収による収入 1,083 1,064

預り保証金の受入による収入 123 148

預り保証金の返還による支出 △417 △367

関係会社株式の取得による支出 △200 －

その他 △28 △664

投資活動によるキャッシュ・フロー △9,669 △9,488
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（単位：百万円）

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) 

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） 68 △3,721

長期借入金の返済による支出 △954 △1,003

長期未払金の返済による支出 △91 △312

配当金の支払額 △6,623 △8,650

その他 △138 △1,077

財務活動によるキャッシュ・フロー △7,739 △14,765

現金及び現金同等物に係る換算差額 △7,051 △2,093

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 56,936 106,994

現金及び現金同等物の期首残高 169,888 169,574

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 82 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  226,907 ※1  276,569
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当第２四半期連結会計期間(自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日) 

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) 

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) 

該当事項はありません。  

【継続企業の前提に関する事項】

【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】

【簡便な会計処理】

  
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） 

法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税

金負債の算定方法 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項

目を重要なものに限定する方法によっております。 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、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場

合については、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタッ

クス・プランニングを利用しております。 

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

2010/04/15 16:36:0410643164_第２四半期報告書_20100415163538

- 19 -



  

  

  

  

【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

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 
（平成21年８月31日） 

※１ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。   ※１ たな卸資産の内訳は、次のとおりであります。 

  

 ２ 担保に供している資産 

担保に供されている資産で、企業集団の事業の運  

営において重要なものであり、かつ、前連結会計年

度の末日に比べて著しい変動が認められるものは、

次のとおりであります。  

  

商品              百万円68,607

貯蔵品  百万円1,987

合計  百万円70,595

Link Theory 

Holidings(US)Inc.の

子会社５社の総資産   -

  

 ２ 担保に供している資産 

  

商品    百万円72,228

貯蔵品    百万円2,351

合計    百万円74,580

商品    百万円34

その他無形固定資産  

敷金・保証金 

Link Theory Holdings

(US)Inc.の子会社５社

の総資産  

  百万円

百万円

百万円

918

29

21,207

合計    百万円22,190

※３ 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円で

あります。（減価償却累計額には、減損損失累計額

が含まれております。） 

  

36,823 ※３ 有形固定資産の減価償却累計額は、 百万円で

あります。（減価償却累計額には、減損損失累計額

が含まれております。）  

  

34,859

※４ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額  ※４ 資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額 

  

投資その他の資産  百万円 1,136

   

投資その他の資産 百万円344

（四半期連結損益計算書関係）

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） 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳は、次のとおりで

    あります。 
  

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳は、次のとおりで

    あります。 
  

給与手当 29,364百万円

地代家賃 25,296百万円

減価償却費及びその他の償却費  4,193百万円

のれん償却費  2,354百万円

貸倒引当金繰入額 66百万円

給与手当 39,483百万円

地代家賃 39,046百万円

減価償却費及びその他の償却費  5,636百万円

のれん償却費  3,780百万円

貸倒引当金繰入額 11百万円

前第２四半期連結会計期間 
（自 平成20年12月１日 
至 平成21年２月28日） 

当第２四半期連結会計期間 
（自 平成21年12月１日 
至 平成22年２月28日） 

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳は、次のとおりで

    あります。 
  

※１ 販売費及び一般管理費の主な内訳は、次のとおりで

    あります。 
  

給与手当 14,768百万円

地代家賃 12,610百万円

減価償却費及びその他の償却費  2,129百万円

のれん償却費  1,176百万円

貸倒引当金繰入額 △3百万円

給与手当 19,059百万円

地代家賃 19,230百万円

減価償却費及びその他の償却費  2,865百万円

のれん償却費  1,904百万円

貸倒引当金繰入額 △17百万円
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当第２四半期連結会計期間末（平成22年２月28日）及び当第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） 

１．発行済株式の種類及び総数 

  

２．自己株式の種類及び株式数 

  

３．新株予約権等に関する事項 

   該当事項はありません。  

  

４．配当に関する事項 

    （１) 配当金支払額   

  
       (２) 基準日が当第２四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第２四半期連結会計期 
               間の末日後となるもの   

  

  
  
        ５．株主資本の著しい変動に関する事項   

  該当事項はありません。  

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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） 

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

      借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 52,670百万円

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△190百万円

有価証券勘定 174,427百万円

現金及び現金同等物 226,907百万円

※１ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

      借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

  

現金及び預金勘定 108,347百万円

預入期間が３ヶ月を超える 

定期預金 
△338百万円

有価証券勘定 168,560百万円

現金及び現金同等物 276,569百万円

（株主資本等関係）

普通株式  106,073,656株 

普通株式  4,288,575株 

  
決議 
  

株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成21年11月９日 

取締役会 
普通株式 8,651 85 平成21年８月31日 平成21年11月27日 利益剰余金 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成22年４月８日

取締役会 
普通株式 11,705 115 平成22年２月28日 平成22年５月14日 利益剰余金 
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前第２四半期連結会計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日）及び当第２四半期連結会計期間

（自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日）  

 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額に占める衣料品販売事業の割合が、いずれも90％

を超えているため、事業の種類別の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）及び当第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） 

 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額に占める衣料品販売事業の割合が、いずれも90％

を超えているため、事業の種類別のセグメント情報の記載を省略しております。 

  

前第２四半期連結会計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

欧州………………フランス、イギリス 

その他の地域……アジア、北米 

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

欧州………………フランス、英国 

その他の地域……中国・香港、韓国、シンガポール、米国 

（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】

  
日本 

（百万円） 
欧州

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  150,785  10,539  7,589  168,914  －  168,914

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 0  120  －  120    (120)  －

計  150,785  10,659  7,589  169,034  (120)  168,914

営業利益（又は営業損失）   27,491  291  1,206  28,989  △76  28,913

  
日本 

（百万円） 
欧州

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  172,305  14,867  20,332  207,506 －  207,506

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 41  79  477  599    (599) － 

計  172,347  14,947  20,810  208,105  (599)  207,506

営業利益（又は営業損失）  36,102  △41  3,258  39,319  △494  38,824
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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） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

欧州………………フランス、イギリス 

その他の地域……アジア、北米 

  

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） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

欧州………………フランス、英国 

その他の地域……中国・香港、韓国、シンガポール、米国 

  
日本 

（百万円） 
欧州

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  322,838  20,168  14,417  357,424  －  357,424

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 0  221  159  381  (381)  －

計  322,839  20,389  14,576  357,805  (381)  357,424

営業利益   66,843  228  1,954  69,026  830  69,856

  
日本 

（百万円） 
欧州

（百万円） 
その他の地域
（百万円） 

計
（百万円） 

消去又は全社 
（百万円） 

連結
（百万円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  399,797  29,415  41,758  470,970 －  470,970

(2）セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 
 77  183  1,011  1,271  (1,271) － 

計  399,874  29,598  42,769  472,242  (1,271)  470,970

営業利益  92,652  295  6,775  99,723  161  99,885
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前第２四半期連結会計期間（自 平成20年12月１日 至 平成21年２月28日） 

（注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

２ 各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）欧州………………フランス、イギリス 

(2）その他の地域……アジア、北米 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

  

当第２四半期連結会計期間（自 平成21年12月１日 至 平成22年２月28日） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）欧州………………フランス、英国 

(2）その他の地域……中国・香港、韓国、シンガポール、米国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

【海外売上高】

  欧州 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高（百万円）  10,430  7,699  18,129

Ⅱ  連結売上高（百万円）      168,914

Ⅲ  連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  6.2  4.6  10.7

  欧州 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高（百万円）  14,771  20,663  35,435

Ⅱ  連結売上高（百万円）      207,506

Ⅲ  連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  7.1  10.0  17.1
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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） 

（注）１ 国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

２ 各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）欧州………………フランス、イギリス 

(2）その他の地域……アジア、北米 

３ 海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。  

  

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） 

（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。  

２．各区分に属する主な国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

(1）欧州………………フランス、英国 

(2）その他の地域……中国・香港、韓国、シンガポール、米国 

３．海外売上高は、当社及び連結子会社の本邦以外の国又は地域における売上高であります。 

  

  当第２四半期連結会計期間末（平成22年２月28日） 

  その他有価証券で時価のあるものは、前連結会計年度の末日に比較して著しい変動はありません。  

  

 当第２四半期連結会計期間末（平成22年２月28日） 

   デリバティブ取引は全てヘッジ会計を適用しているため、記載を省略しております。  

  

 該当事項はありません。  

  

  欧州 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高（百万円）  19,927  14,657  34,585

Ⅱ  連結売上高（百万円）      357,424

Ⅲ  連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  5.6  4.1  9.7

  欧州 その他の地域 計

Ⅰ  海外売上高（百万円）  29,167  42,358  71,525

Ⅱ  連結売上高（百万円）      470,970

Ⅲ  連結売上高に占める海外売上高の割合（％）  6.2  9.0  15.2

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（ストック・オプション等関係）
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１．１株当たり純資産額 

  

２．１株当たり四半期純利益金額等  

 （注） １株当たり四半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。 

  

  

 （注） １株当たり四半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。 

  

  

（１株当たり情報）

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 
（平成21年８月31日） 

１株当たり純資産額 2,993円77銭 １株当たり純資産額 2,550円86銭

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） 

１株当たり四半期純利益金額 349円06銭 １株当たり四半期純利益金額 543円86銭

 なお、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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。  

 なお、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、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

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） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（百万円）  35,552  55,356

普通株主に帰属しない金額（百万円）  － － 

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  35,552 55,356 

期中平均株式数（株）  101,849,694  101,785,166

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

－ － 

前第２四半期連結会計期間 

（自 平成20年12月１日 

  至 平成21年２月28日） 

当第２四半期連結会計期間 

（自 平成21年12月１日 

  至 平成22年２月28日） 

１株当たり四半期純利益金額 円 銭131 39 １株当たり四半期純利益金額 201円44銭

 なお、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、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め記載しておりません。  

 なお、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、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。  

  

前第２四半期連結会計期間 

（自 平成20年12月１日 

  至 平成21年２月28日） 

当第２四半期連結会計期間 

（自 平成21年12月１日 

  至 平成22年２月28日） 

１株当たり四半期純利益金額     

四半期純利益（百万円）  13,381  20,503

普通株主に帰属しない金額（百万円）  － － 

普通株式に係る四半期純利益（百万円）  13,381 20,503 

期中平均株式数（株）  101,849,462  101,785,100

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株

式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも

のの概要 

－ － 
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    該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。   

  

（剰余金の配当）  

 当社は、平成22年４月８日開催の取締役会において、剰余金の配当を決議しております。  

 配当金の総額及び１株当たりの金額は、「第５ 経理の状況 １．四半期連結財務諸表 注記事項（株主資本等関

係）」に記載のとおりであります。  

  

（重要な後発事象）

（リース取引関係）

２【その他】
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