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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】 

 （注）１．チェーン全店売上高、営業総収入には消費税等は含まれておりません。 

２．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりませんので、連結会計年度に係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。 

３．持分法を適用すべき関連会社はありませんので、持分法を適用した場合の投資利益は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、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 

５．平成19年12月１日付をもって普通株式１株につき２株の株式分割を行っております。なお、第27期の１株当

たり当期純利益金額は、株式分割が期首に行われたものとして計算しております。 

回次 
第28期 

第２四半期累計期間 
第28期 

第２四半期会計期間 
第27期 

会計期間 
自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日 

自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日 

自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日 

チェーン全店売上高 （千円） 24,213,357 11,254,654 49,860,505 

営業総収入 （千円） 17,166,923 7,960,649 34,314,025 

経常利益 （千円） 2,316,924 952,475 5,300,940 

四半期（当期）純利益 （千円） 1,236,633 498,143 2,962,468 

持分法を適用した場合の 

投資利益 
（千円） － － － 

資本金 （千円） － 1,622,718 1,622,718 

発行済株式総数 （株） － 20,461,704 20,461,704 

純資産額 （千円） － 23,359,980 22,880,482 

総資産額 （千円） － 30,783,802 30,640,713 

１株当たり純資産額 （円） － 1,141.67 1,118.24 

１株当たり 

四半期（当期）純利益金額 
（円） 60.44 24.35 144.78 

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） － － 37.00 

自己資本比率 （％） － 75.9 74.7 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） 1,073,696 － 3,613,911 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △497,600 － △1,221,000 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
（千円） △765,107 － △559,816 

現金及び現金同等物の 

四半期末（期末）残高 
（千円） － 8,952,796 9,141,808 

従業員数 （人） － 188 183 



２【事業の内容】 

 当第２四半期会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。また、主要な関係会社についても異動はありません。 

３【関係会社の状況】 

 当第２四半期会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。  

４【従業員の状況】 

 提出会社の状況 

 （注） 従業員数は就業人員であり、臨時雇用者数（パートタイマー）の当第２四半期会計期間の平

均人員を（ ）外数で記載しております。 

平成20年９月30日現在

従業員数（人） 188（31）



第２【事業の状況】 

１【売上及び仕入の状況】 

 当第２四半期会計期間の売上及び仕入の実績は次のとおりであります。 

(1）営業総収入の状況 

 （注）１．直営店売上高は、直営店舗（加盟店Ｂ契約店舗及びトレーニング・ストア）の売上高によ

るものであります。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）商品別売上状況 

(a) 直営店舗（加盟店Ｂ契約店舗及びトレーニング・ストア）及び加盟店向け商品供給売上高 

 （注）１．数量については、品目が多岐にわたり、表示することが困難なため記載を省略しておりま

す。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

項目 

当第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日 

至 平成20年９月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 

  加盟店からの収入 1,281,766 16.1 

  その他の営業収入 678,273 8.5 

営業収入 1,960,040 24.6 

  直営店売上高 1,511,352 19.0 

  加盟店向け商品供給売上高 4,489,256 56.4 

売上高 6,000,609 75.4 

営業総収入 7,960,649 100.0 

商品別 

当第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

直営店売上高 
（千円） 

加盟店向け 
商品供給売上高 

（千円） 

売上高（合計） 
（千円） 

構成比 
（％） 

ファミリー衣料 138,417 506,907 645,324 10.8 

カジュアルウエア 154,579 392,622 547,202 9.1 

ワーキングウエア 406,694 1,294,643 1,701,337 28.3 

履物 314,858 864,095 1,178,954 19.6 

作業用品 396,833 1,335,500 1,732,333 28.9 

その他 99,969 95,487 195,456 3.3 

合計 1,511,352 4,489,256 6,000,609 100.0 



(b) フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗） 

 （注）１．加盟店からの収入の対象となる加盟店売上高により表示しております。 

２．数量については、品目が多岐にわたり、表示することが困難なため記載を省略しておりま

す。 

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

(c) チェーン全店 

 （注）１．数量については、品目が多岐にわたり、表示することが困難なため記載を省略しておりま

す。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

商品別 

当第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

売上高（千円） 構成比（％） 

ファミリー衣料 899,934 9.2 

カジュアルウエア 962,400 9.9 

ワーキングウエア 2,876,039 29.5 

履物 2,076,821 21.3 

作業用品 2,577,266 26.5 

その他 350,840 3.6 

合計 9,743,302 100.0 

商品別 

当第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

売上高（千円） 構成比（％） 

ファミリー衣料 1,038,351 9.2 

カジュアルウエア 1,116,980 9.9 

ワーキングウエア 3,282,733 29.2 

履物 2,391,680 21.3 

作業用品 2,974,099 26.4 

その他 450,809 4.0 

合計 11,254,654 100.0 



 (3）商品別仕入状況 

 （注）１．数量については、品目が多岐にわたり、表示することが困難なため記載を省略しておりま

す。 

２．上記金額には、直営店向けの仕入の他、加盟店向け商品供給のための仕入が含まれており

ます。 

なお、フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舖）が当社の推奨する仕入先から直接仕

入れているものについては含まれておりません。 

３．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

商品別 

当第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日 
至 平成20年９月30日） 

仕入高（千円） 構成比（％） 

ファミリー衣料 580,838 10.5 

カジュアルウエア 437,666 7.9 

ワーキングウエア 1,452,302 26.4 

履物 1,097,158 19.9 

作業用品 1,795,365 32.6 

その他 150,488 2.7 

合計 5,513,819 100.0 



２【経営上の重要な契約等】 

当第２四半期会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。  

３【財政状態及び経営成績の分析】 

（１）経営成績の分析 

 当第２四半期会計期間末におけるわが国経済は、原油や諸資源高騰、米国発金融危機の影響で

景気は弱含みで推移いたしました。個人消費も、所得が伸び悩む中、物価上昇による生活防衛意

識が強まり低迷のまま推移いたしました。 

 ワーキング・ユニフォーム業界は、商品の製造コストの上昇や天候不順による季節商品の不振

が加わり依然として厳しい状況が続いております。 

 このような中、当社は、商品政策では製造拠点を中国内陸部やベトナム・ミャンマーへ分散化

することにより低価格で機能性の高いＥＤＬＰ（エブリデー・ロー・プライス）商品78アイテム

を開発いたしました。 

 販売政策では、テレビＣＭとＤＭを積極的に実施したほか、売れ筋商品の品揃えの充実とＰＯ

Ｐの活用で顧客の拡大に取り組み、売上の向上に努めました。 

 店舗展開では、高民度エリアのドミナント化を進め既存店のスクラップ＆ビルドを実施、併せ

て低収益店舗のクローズを実施いたしました。 

 当第２四半期会計期間では、開店６店舗、スクラップ＆ビルド１店舗、閉店１店舗を実施、平

成20年９月30日現在の営業店舗数は、フランチャイズ・ストア（加盟店Ａ契約店舗）が第１四半

期末より１店舗増の493店舗、直営店（加盟店Ｂ契約店舗及びトレーニング・ストア）は第１四半

期末より４店舗増の116店舗で、１都２府32県下に合計609店舗となりました。 

 これらの結果、当第２四半期会計期間は来店客数の増加（前年同期比5.8％増、既存店前年同期

比3.2％増）により、チェーン全店売上高は112億５千４百万円（同4.8％増）となり、既存店売上

高も前年同期比2.6％増となりました。また営業総収入は79億６千万円（同7.3％増）、営業利益

７億４千１百万円（同1.6％増）、経常利益９億５千２百万円（同0.8％増）、四半期純利益４億

９千８百万円（同7.4％増）となりました。 

 運営形態別の売上高につきましては、フランチャイズ・ストア97億４千３百万円（前年同期比

5.1％増、チェーン全店売上高に占める構成比86.6％）、直営店15億１千１百万円（同3.0％増、

同13.4％）となりました。 

 なお、前年同期比は参考として記載しております。 

（２）財政状態の分析 

 当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末と比べ１億４千３百万円増加し、307億８千

３百万円となりました。これは主に差入保証金の増加２億円、商品の増加１億９千万円に対し現

金及び預金の減少１億８千９百万円によるものであります。 

 負債は、前事業年度末と比べ３億３千６百万円減少し、74億２千３百万円となりました。これ

は主に未払金の減少１億７千１百万円、未払法人税等の減少１億６千２百万円によるものであり

ます。 

 純資産は、前事業年度末と比べ４億７千９百万円増加し、233億５千９百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は、75.9％となり前事業年度末に比べ1.2％上昇、１株当たり純資産額

は1,141円67銭となりました。 



（３）キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期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。）は、第１四半

期会計期間末に比べ９億６千９百万円増加し89億５千２百万円となりました。 

 当第２四半期会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

りであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動により得られた資金は、11億８千８百万円であり、これは主に税引前四半期純利益９

億４千９百万円、仕入債務の増加額３億４千３百万円に対し、未払金の減少額２億５千２百万円

によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は、１億９千８百万円であり、これは主に多店舗展開に伴い賃貸

借契約締結時に発生した差入保証金の差入れによる支出（差入保証金の回収による収入控除後）

１億９百万円及び店舗の建設により有形固定資産の取得による支出８千万円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） 

 財務活動により使用した資金は、２千万円であり、これは配当金の支払額１千１百万円、長期

借入の返済による支出８百万円によるものであります。 

（４）事業上及び財務上対処すべき課題 

 当第２四半期会計期間において、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。 

（５）研究開発活動 

 該当事項はありません。 



第３【設備の状況】 

(1）主要な設備の状況 

当第２四半期会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 

(2）設備の新設、除却等の計画 

① 第１四半期会計期間末までにおいて実施中または計画中であった設備の新設、重要な拡充等の

うち、当第２四半期会計期間中に完成したものは、次のとおりであります。 

 （注）１．土地面積の（ ）は、賃借中のものであります。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業所名 所在地 
設備の 

内容 

帳簿価額(千円） 
完了

年月 

従業
員数 
（人）建物 構築物 

工具器 
具備品 

土地 
(面積㎡) 

差入 
保証金 

合計 

三原店 
広島県 

三原市 
店舗 

519 2,298

  

1,660

  

－

(773.00)

27,477 

  

31,955 

  

平成20 

年７月 

 

 1

立川栄町店 
東京都 

立川市 
〃 

396

  

1,687

  

2,078

  

－

(764.11)

26,331 

  

30,493 

  

平成20 

年９月 

 

1

岩出店 
和歌山県 

岩出市 
〃 

497

  

1,863

  

2,231

  

－

(766.00)

25,662 

  

30,254 

  

平成20 

年９月 

 

－

五條店 
奈良県 

五條市 
〃 

521

  

1,938

  

2,536

  

－

(1,005.92)

25,662 

  

30,657 

  

平成20 

年９月 

 

1

横浜上郷店 
神奈川県 

横浜市栄区 
〃 

462

  

1,655

  

2,090

  

－

(808.00)

27,662 

  

31,870 

  

平成20 

年９月 

 

－

松山谷町店 
愛媛県 

松山市 
〃 

506

  

2,230

  

2,284

  

－

(732.65)

32,522 

  

37,544 

  

平成20 

年９月 

 

1

既存店舗にかかわる設備投資額 
23,641

  

10,534

  

1,806

  

－

(－)

800 

  

36,783 

  

  

－  

 

－

合計 
26,545

  

22,208

  

14,688

  

－

(4,849.68)

166,117 

  

229,559 

  

  

－  

 

4



② 当第２四半期会計期間中に新たに確定した設備の新設、重要な拡充等の計画は次のとおりであ
ります。 

 （注）１．投資予定金額には、差入保証金を含んでおります。 

２．今後の所要額338,513千円については、自己資金により賄う予定であります。 

３．着手予定年月は、建設着工予定年月としております。 

４．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

事業所名 所在地
設備の
内容 

投資予定金額(千円) 資金調達
方法 

着手予定年月 完了予定年月 
完成後の 
増加能力 総額 既支払額

鳩ヶ谷店 埼玉県鳩ヶ谷市 店舗 35,200 4,000 自己資金 平成20年11月 平成21年１月 
売場面積 

331.54㎡ 

東海荒尾店 愛知県東海市 〃 35,450 4,000 〃 平成20年11月 平成21年１月 
売場面積 

302.42㎡ 

神戸池上店 兵庫県神戸市西区 〃 34,450 3,000 〃 平成20年11月 平成21年１月 
売場面積 

301.76㎡ 

門真東江端店 大阪府門真市  〃 36,450 5,000 〃 平成20年11月 平成21年１月 
売場面積 

289.63㎡ 

新居浜店 愛媛県新居浜市  〃 29,200 3,436 〃 平成20年11月 平成21年２月 
売場面積 

301.76㎡ 

足立区役所前店 東京都足立区 〃 35,200 5,000 〃 平成20年11月 平成21年３月 
売場面積 

237.30㎡ 

海南店 和歌山県海南市 〃 34,450 3,000 〃 平成20年12月 平成21年３月 
売場面積 

302.42㎡ 

守山森宮店 
愛知県名古屋市守

山区 
〃 29,200 3,000 〃 平成21年１月 平成21年３月 

売場面積 

302.42㎡ 

岡山海吉店 岡山県岡山市 〃 33,450 2,000 〃 平成21年１月 平成21年３月 
売場面積 

291.61㎡ 

河内長野店 大阪府河内長野市 〃 36,450 5,000 〃 平成21年１月 平成21年３月 
売場面積 

301.76㎡ 

名古屋楠店 
愛知県名古屋市北

区 
〃 36,450 － 〃 平成21年１月 平成21年３月 

売場面積 

289.63㎡ 

合計 375,950 37,436 － － － 
売場面積 

3,252.25㎡



第４【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】 

②【発行済株式】 

（２）【新株予約権等の状況】 

該当事項はありません。 

（３）【ライツプランの内容】 

該当事項はありません。 

（４）【発行済株式総数、資本金等の推移】 

種類 発行可能株式総数（株） 

普通株式 48,000,000 

計 48,000,000 

種類 
第２四半期会計期間末 
現在発行数(株) 
（平成20年９月30日） 

提出日現在発行数(株)
（平成20年11月13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 20,461,704 20,461,704 ジャスダック証券取引所 －

計 20,461,704 20,461,704 － －

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20年７月１日～ 

平成20年９月30日 
－ 20,461,704 － 1,622,718 － 1,342,600 



（５）【大株主の状況】 

 （注） 上記日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社の所有株式数のうち信託業務に係る株式数

は241千株であります。なお、それらの内訳は、投資信託設定分135千株、年金信託設定分

106千株となっております。  

平成20年９月30日現在

氏名又は名称 住所 所有株式数 
（千株） 

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合(％)

株式会社ベイシア興業 群馬県前橋市亀里町900 5,760 28.15 

土屋 裕雅 群馬県高崎市 3,744 18.30 

土屋 嘉雄 群馬県伊勢崎市 3,411 16.67 

株式会社カインズ 群馬県高崎市高関町380  1,973 9.65 

日本トラスティ・サービス

信託銀行株式会社(信託口) 

東京都中央区晴海１－８－11 396 1.94 

ゴールドマン・サックス・

インターナショナル 

(常任代理人 ゴールドマ

ン・サックス証券株式会社) 

133 FLEET STREET LONDON EC4A 2BB,U.K
  

(東京都港区六本木６－10－１ 六本木

ヒルズ森タワー) 

352 
  

  

  

1.72 
  

  

  

吉田 佳世 東京都文京区 345 1.69 

大嶽 惠 東京都文京区 345 1.69 

株式会社群馬銀行 群馬県前橋市元総社町194 328 1.60 

株式会社足利銀行 栃木県宇都宮市桜４－１－25 240 1.17 

株式会社みずほ銀行 東京都千代田区内幸町１－１－５ 240 1.17 

第一生命保険相互会社 東京都千代田区有楽町１－13－１ 240 1.17 

計 － 17,376 84.92 



（６）【議決権の状況】 

①【発行済株式】 

 （注） 「完全議決権株式（その他）」の欄には、証券保管振替機構名義の株式が3,600株含まれて

おります。また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数 

36個が含まれております。 

②【自己株式等】 

２【株価の推移】 

【当該四半期累計期間における月別 高・ 低株価】 

 （注） 高・ 低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものであります。 

３【役員の状況】 

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書の提出日までにおいて、役員の異動はあ

りません。 

平成20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） 普通株式     500 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式  20,459,300 204,593 －

単元未満株式 普通株式       1,904 － 
１単元(100株)

未満の株式 

発行済株式総数 20,461,704 － －

総株主の議決権 － 204,593 －

平成20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（％） 

株式会社ワークマン 
群馬県伊勢崎市
柴町1732番地 500 － 500 0.00 

計 － 500 － 500 0.00 

月別 平成20年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 

高（円） 1,550 1,750 1,655 1,560 1,440 1,425 

低（円） 1,342 1,520 1,491 1,331 1,270 1,273 



第５【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。以下「四半期財務諸表等規則」という。）に基づいて作成しております。 

 なお、四半期財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正

する内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第６条第１項第５号ただし書きにより、

改正後の四半期財務諸表等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、当第２四半期会計期間（平成20年７

月１日から平成20年９月30日まで）及び当第２四半期累計期間（平成20年４月１日から平成20年９

月30日まで）に係る四半期財務諸表について、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 

 当社は子会社がありませんので、四半期連結財務諸表を作成しておりません。 



１【四半期財務諸表】 
（１）【四半期貸借対照表】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,952,796 9,141,808

売掛金 36,112 49,899

加盟店貸勘定 ※1  4,842,356 ※1  4,867,073

商品 3,542,834 3,352,092

貯蔵品 30,000 18,942

1年内回収予定の差入保証金 455,012 435,941

その他 296,098 300,226

貸倒引当金 △1,964 △3,994

流動資産合計 18,153,249 18,161,990

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） ※2  2,662,630 ※2  2,745,788

土地 2,966,297 2,966,297

その他（純額） ※2  1,063,245 ※2  1,050,469

有形固定資産合計 6,692,173 6,762,554

無形固定資産 89,638 105,525

投資その他の資産   

差入保証金 4,940,933 4,740,601

その他 933,631 901,095

貸倒引当金 △25,823 △31,053

投資その他の資産合計 5,848,741 5,610,642

固定資産合計 12,630,553 12,478,722

資産合計 30,783,802 30,640,713



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成20年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 2,052,702 2,047,311

加盟店買掛金 680,365 658,460

短期借入金 1,350,000 1,350,000

1年内返済予定の長期借入金 17,800 17,200

未払法人税等 1,099,360 1,262,243

役員賞与引当金 21,400 53,020

その他 1,214,464 1,374,328

流動負債合計 6,436,094 6,762,563

固定負債   

長期借入金 － 9,200

預り保証金 987,728 988,468

固定負債合計 987,728 997,668

負債合計 7,423,822 7,760,231

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,622,718 1,622,718

資本剰余金 1,342,600 1,342,600

利益剰余金 20,394,531 19,914,961

自己株式 △741 △741

株主資本合計 23,359,108 22,879,539

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 871 942

評価・換算差額等合計 871 942

純資産合計 23,359,980 22,880,482

負債純資産合計 30,783,802 30,640,713



（２）【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業収入 4,209,123

売上高 ※1  12,957,799

営業総収入 17,166,923

売上原価 ※1  11,783,331

営業総利益 5,383,591

販売費及び一般管理費 ※2  3,522,012

営業利益 1,861,579

営業外収益  

受取利息 155,125

仕入割引 78,597

その他 229,497

営業外収益合計 463,220

営業外費用  

支払利息 7,825

その他 49

営業外費用合計 7,874

経常利益 2,316,924

特別利益  

貸倒引当金戻入益 2,326

固定資産売却益 420

特別利益合計 2,746

特別損失  

固定資産除却損 15,890

減損損失 1,455

特別損失合計 17,346

税引前四半期純利益 2,302,325

法人税、住民税及び事業税 1,083,672

法人税等調整額 △17,981

法人税等合計 1,065,691

四半期純利益 1,236,633



【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業収入 1,960,040

売上高 ※1  6,000,609

営業総収入 7,960,649

売上原価 ※1  5,456,775

営業総利益 2,503,874

販売費及び一般管理費 ※2  1,762,745

営業利益 741,128

営業外収益  

受取利息 73,900

仕入割引 35,515

その他 105,870

営業外収益合計 215,286

営業外費用  

支払利息 3,933

その他 6

営業外費用合計 3,939

経常利益 952,475

特別利益  

貸倒引当金戻入益 262

固定資産売却益 420

特別利益合計 683

特別損失  

固定資産除却損 3,454

減損損失 649

特別損失合計 4,104

税引前四半期純利益 949,054

法人税、住民税及び事業税 541,405

法人税等調整額 △90,495

法人税等合計 450,910

四半期純利益 498,143



（３）【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 2,302,325

減価償却費 270,160

減損損失 1,455

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △31,620

受取利息及び受取配当金 △155,609

加盟店貸勘定の増減額（△は増加） 24,716

たな卸資産の増減額（△は増加） △201,800

前払費用の増減額（△は増加） △20,867

仕入債務の増減額（△は減少） 27,297

未払金の増減額（△は減少） △120,665

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,078

未払費用の増減額（△は減少） 23,086

預り金の増減額（△は減少） △2,181

預り保証金の増減額（△は減少） △740

その他 52,175

小計 2,150,653

利息及び配当金の受取額 155,616

利息の支払額 △7,839

法人税等の支払額 △1,224,734

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,073,696

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 △245,947

無形固定資産の取得による支出 △7,061

長期前払費用の増減額（△は増加） △26,080

差入保証金の差入による支出 △410,981

差入保証金の回収による収入 191,577

その他 892

投資活動によるキャッシュ・フロー △497,600

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △8,600

配当金の支払額 △756,507

財務活動によるキャッシュ・フロー △765,107

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △189,012

現金及び現金同等物の期首残高 9,141,808

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  8,952,796



【四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】 

【注記事項】 

（四半期貸借対照表関係） 

  
当第２四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日） 

会計処理基準に関する事項の

変更 

たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、店舗在庫

については売価還元法による原価法、流通センター在庫については先

入先出法による原価法によっておりましたが、第１四半期会計期間よ

り「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18

年７月５日）が適用されたことに伴い、店舗在庫については売価還元

法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）、流通センター在庫については先入先出法による原

価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの

方法）により算定しております。 

 これにより、当第２四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引

前四半期純利益は、それぞれ27,002千円減少しております。 

当第２四半期会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前事業年度末 
（平成20年３月31日） 

※１．加盟店貸勘定は、加盟店との間に発生した

債権であります。 

※１．         同左 

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

     5,751,922千円

※２．有形固定資産の減価償却累計額 

5,535,824千円



（四半期損益計算書関係） 

当第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

※１．売上高及び売上原価は直営店にかかわるも

ののほか、当社よりの加盟店向け商品供給

にかかわるものも含んでおります。なお、

売上高及び売上原価に含まれる加盟店向け

商品供給額は、それぞれ9,800,815千円で

あります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及

び金額は次のとおりであります。 

広告宣伝費 178,997千円

給料手当 442,642千円

車両運送費  414,048千円

地代家賃  602,862千円

業務委託料  503,032千円

減価償却費       270,160千円

当第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日 

至 平成20年９月30日） 

※１．売上高及び売上原価は直営店にかかわるも
ののほか、当社よりの加盟店向け商品供給
にかかわるものも含んでおります。なお、
売上高及び売上原価に含まれる加盟店向け
商品供給額は、それぞれ4,489,256千円で
あります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主要な費目及

び金額は次のとおりであります。 

広告宣伝費 59,863千円

給料手当 221,752千円

車両運送費 204,212千円

地代家賃 303,889千円

業務委託料 236,762千円

減価償却費 137,922千円



（四半期キャッシュ・フロー計算書関係） 

（株主資本等関係） 

当第２四半期会計期間末（平成20年９月30日）及び当第２四半期累計期間（自 平成20年４月１

日 至 平成20年９月30日） 

  

１．発行済株式に関する事項 

２．自己株式に関する事項 

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 

 配当金支払額 

（有価証券関係） 

当第２四半期会計期間末（平成20年９月30日） 

前事業年度の末日に比べて著しい変動はありません。 

（デリバティブ取引関係） 

該当事項はありません。 

（持分法損益等） 

該当事項はありません。 

（ストック・オプション等関係） 

該当事項はありません。 

当第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期

貸借対照表に掲記されている科目の金額との

関係 

  

 （平成20年９月30日現在）

  （千円）

現金及び預金勘定 8,952,796

現金及び現金同等物 8,952,796

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式（株） 20,461,704 

株式の種類 当第２四半期会計期間末

普通株式（株） 510 

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20年６月27日 

定時株主総会 
普通株式 757,064 37 平成20年３月31日 平成20年６月30日 利益剰余金



（１株当たり情報） 

１．１株当たり純資産額 

 （注）１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

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。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

（リース取引関係） 

当第２四半期累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

 所有権移転外ファイナンス・リースについて通常の賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を

行っておりますが、当第２四半期累計期間におけるリース取引残高は前事業年度末に比べて著し

い変動が認められないため記載しておりません。 

２【その他】 

該当事項はありません。 

当第２四半期会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前事業年度末 
（平成20年３月31日） 

１株当たり純資産額 1,141.67円 １株当たり純資産額 1,118.24円

  
当第２四半期会計期間末 
（平成20年９月30日） 

前事業年度末 
（平成20年３月31日） 

純資産の部の合計額 （千円） 23,359,980 22,880,482 

純資産の部の合計額から控除する 

金額 
（千円） － － 

普通株式に係る四半期末（期末） 

の純資産額 
（千円） 23,359,980 22,880,482 

１株当たり純資産額の算定に用い

られた四半期末（期末）の普通株

式の数 

（株） 20,461,194 20,461,194 

当第２四半期累計期間 
（自 平成20年４月１日 

至 平成20年９月30日） 

当第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日 

至 平成20年９月30日） 

１株当たり四半期純利益金額 60.44円

 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。 

１株当たり四半期純利益金額 24.35円

同左 

  
当第２四半期累計期間 

（自 平成20年４月１日 
至 平成20年９月30日）

当第２四半期会計期間 
（自 平成20年７月１日 

至 平成20年９月30日）

四半期純利益 （千円） 1,236,633 498,143 

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利益 （千円） 1,236,633 498,143 

期中平均株式数 （株） 20,461,194 20,461,194 



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。 



  独立監査人の四半期レビュー報告書  

平成20年11月７日

株式会社ワークマン 

取締役会 御中 

監査法人 トーマツ 

 
指定社員
業務執行社員 

  公認会計士 福田 昭英  印 

 
指定社員
業務執行社員 

  公認会計士 安藤  武  印 

 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

る株式会社ワークマンの平成20年４月１日から平成21年３月31日までの第28期事業年度の第２四半期会

計期間（平成20年７月１日から平成20年９月30日まで）及び第２四半期累計期間（平成20年４月１日か

ら平成20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

び四半期キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期財務諸表の作成責任

は経営者にあり、当監査法人の責任は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により行われており、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限定さ

れた手続により行われた。 

 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、株式会社ワークマンの平成20年９月30日現

在の財政状態、同日をもって終了する第２四半期会計期間及び第２四半期累計期間の経営成績並びに第

２四半期累計期間のキャッシュ・フローの状況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。 

  

 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。 

２．四半期財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。 
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