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1. 平成24年１月期第２四半期の連結業績（平成23年２月１日～平成23年７月31日）

 (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 ％

24年１月期第２四半期 5,065 △10.4 △49 ― △34 ― △207 ―

23年１月期第２四半期 5,650 0.2 162 ― 175 ― 17 ―

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

24年１月期第２四半期 △19. 87 ―

23年１月期第２四半期 1. 65 ―

 (2) 連結財政状態

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

24年１月期第２四半期 9,496 7,396 77.6 705. 86

23年１月期 9,803 7,696 78.2 734. 48

(参考) 自己資本 24年１月期第２四半期 7,371百万円 23年１月期 7,670百万円

2. 配当の状況

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

23年１月期 ― 0. 00 ― 10. 00 10. 00

24年１月期 ― 0. 00

24年１月期(予想) ― 10. 00 10. 00

3. 平成24年１月期の連結業績予想（平成23年２月１日～平成24年１月31日）
(％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 10,915 △2.9 183 △46.2 210 △42.9 △123 ― △11. 78



  

 
(注) 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

 
(注) 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の有無となります。 

 
(注) 「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、表示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

 
  

  

・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レビュー手続は終了していません。 

  

・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）３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。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.４「その他」をご覧ください。）

(1) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
 

 ① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有

 ② ①以外の変更 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年１月期２Ｑ 10,834,000株 23年１月期 10,834,000株

② 期末自己株式数 24年１月期２Ｑ 390,500株 23年１月期 390,500株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年１月期２Ｑ 10,443,500株 23年１月期２Ｑ 10,443,500株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月に発生した東日本大震災、その後の原子力

発電所問題と含め、甚大な被害、影響を受けました。その後、徐々に回復の兆しが見られつつありま

したが、海外情勢に不安要素が発生し、大幅な円高は、景気回復を遅らせる要因となる恐れが出てき

ており、依然として厳しい景況感のなかで推移いたしました。 

 当アパレルないし小売業界におきましては、従来からの低価格志向・節約志向への意識は引続き強

く、震災により一層厳しい経営環境となりました。 

 このような状況のなか、当第２四半期連結累計期間において、直営店の出店８店舗、退店８店舗を

行いました。直営店舗数は前連結会計年度末と同数の124店舗であります。 

売上高につきましては、東日本大震災の影響により、営業停止や営業時間短縮等の影響を受ける店

舗が発生し、また、その後の需要減少を予想し供給量を抑えたことにより前年同四半期連結累計期間

と比較し減少いたしました。利益面においては、売上高の減少に加え、震災以降の値引き販売の増加

及びセール期間の長期化により、売上総利益率が低下し、前年同四半期連結累計期間と比較し減少い

たしました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高5,065百万円(前年同四半期比10.4％減）、営業損

失49百万円(前年同四半期 営業利益162百万円)、経常損失34百万円(前年同四半期 経常利益175百万

円)となりました。また、資産除去債務に関する会計基準の適用による特別損失として190百万円等を

計上したことにより、四半期純損失207百万円(前年同四半期 四半期純利益17百万円)となりました。

  

① 財政状態の分析 

(資産) 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ306百万円減少し9,496

百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少208百万円、商品の減少218百万円等による

ものであります。 

(負債) 

当第２四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ6百万円減少し2,100百万

円となりました。これは主に、資産除去債務の増加229百万円等に対し、買掛金の減少274百万円等

によるものであります。 

(純資産) 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ300百万円減少し7,396

百万円となりました。これは主に、四半期純損失による減少207百万円、配当金の支払による減少

104百万円等によるものであります。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(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
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② キャッシュ・フローの状況の分析 

当第２四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）は、前連結会計

年度末に比べ211百万円減少し3,470百万円となりました。 

 当第２四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要因は次のとおりであ

ります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果減少した資金は66百万円(前年同四半期187百万円の増加)となりました。 

 減少の主な内訳は、税金等調整前四半期純損失314百万円、仕入債務の減少額274百万円であり、

増加の主な内訳は、減価償却費118百万円、たな卸資産の減少額219百万円であります。 

(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39百万円(前年同四半期175百万円)となりました。 

 これは主に、支出は、有形固定資産の取得による支出63百万円、敷金及び保証金の差入による支

出50百万円であり、収入は、敷金及び保証金の回収による収入76百万円であります。 

(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104百万円(前年同四半期124百万円)となりました。 

 これは、配当金の支払額であります。 

  

平成23年３月11日に公表いたしました業績予想を平成23年８月30日に修正しております。修正理由に

つきましては平成23年８月30日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、当企業集団の取扱う衣料品や雑貨などのファッション商品は、気象条件により売上が変動しや

すく、天候不順等の気象条件が業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当業界においては、第４

四半期連結会計期間にセール期間があり、その動向により、売上高及び売上総利益が変動し業績に影響

を及ぼす可能性があります。 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

(会計処理基準に関する事項の変更) 

(1) 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」の

適用  

 第１四半期連結会計期間より、「持分法に関する会計基準」(企業会計基準第16号 平成20年３月

10日公表分)及び「持分法適用関連会社の会計処理に関する当面の取扱い」(実務対応報告第24号 平

成20年３月10日)を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。  

この変更による損益に与える影響はありません。 

(2) 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」(企業会計基準第18号 平成20

年３月31日)及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日)を適用しております。これにより、営業損失、経常損失はそれぞれ6,733千円増加し、

税金等調整前四半期純損失は200,170千円増加しております。また、当会計基準等の適用開始による

資産除去債務の変動額は237,997千円であります。 

  

(表示方法の変更) 

 (四半期連結損益計算書関係) 

 「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成20年12月26日)に基づく「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21年３月24日 内閣

府令第５号)の適用により、当第２四半期連結累計(会計)期間では、「少数株主損益調整前四半期純

損失」の科目を表示しております。 

  

該当事項はありません。 

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 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２四半期連結会計期間末
(平成23年７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23年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,316,489 4,524,940

受取手形及び売掛金 827,962 748,183

商品 296,190 514,683

原材料及び貯蔵品 8,492 9,546

その他 150,372 105,960

貸倒引当金 △2,031 △383

流動資産合計 5,597,475 5,902,930

固定資産

有形固定資産

有形固定資産合計 500,289 535,029

無形固定資産

無形固定資産合計 12,654 15,281

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,510,260 1,536,764

保険積立金 942,342 941,809

その他 1,002,425 940,590

貸倒引当金 △69,000 △69,000

投資その他の資産合計 3,386,028 3,350,164

固定資産合計 3,898,972 3,900,475

資産合計 9,496,448 9,803,406

負債の部

流動負債

買掛金 604,115 878,420

短期借入金 220,000 220,000

未払法人税等 37,236 61,952

引当金 30,290 38,925

その他 458,862 373,374

流動負債合計 1,350,505 1,572,673

固定負債

長期未払金 289,787 317,633

退職給付引当金 230,700 216,942

資産除去債務 229,371 －

固定負債合計 749,858 534,576

負債合計 2,100,363 2,107,249
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成23年７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23年１月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 768,520 768,520

資本剰余金 807,750 807,750

利益剰余金 5,950,278 6,262,255

自己株式 △126,904 △126,904

株主資本合計 7,399,643 7,711,620

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △26,912 △39,641

為替換算調整勘定 △1,132 △1,452

評価・換算差額等合計 △28,045 △41,093

少数株主持分 24,486 25,629

純資産合計 7,396,084 7,696,156

負債純資産合計 9,496,448 9,803,406
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年２月１日
至 平成22年７月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年２月１日
 至 平成23年７月31日)

売上高 5,650,711 5,065,636

売上原価 2,337,550 2,161,204

売上総利益 3,313,160 2,904,431

販売費及び一般管理費 3,150,505 2,954,355

営業利益又は営業損失（△） 162,654 △49,923

営業外収益

受取利息 1,769 2,185

持分法による投資利益 9,469 19,419

その他 3,826 2,577

営業外収益合計 15,064 24,182

営業外費用

支払利息 1,859 1,609

投資事業組合運用損 － 6,182

為替差損 373 315

その他 220 229

営業外費用合計 2,454 8,336

経常利益又は経常損失（△） 175,265 △34,077

特別利益

固定資産売却益 837 －

関係会社株式売却益 3,064 －

貸倒引当金戻入額 554 －

特別利益合計 4,456 －

特別損失

固定資産除却損 16,407 12,544

減損損失 13,635 46,742

賃貸借契約解約損 － 2,414

投資有価証券評価損 － 28,230

貸倒引当金繰入額 69,000 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 190,542

特別損失合計 99,042 280,473

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（△）

80,679 △314,551

法人税、住民税及び事業税 93,135 32,661

法人税等調整額 △33,331 △138,528

法人税等合計 59,803 △105,866

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △208,684

少数株主利益又は少数株主損失（△） 3,638 △1,142

四半期純利益又は四半期純損失（△） 17,237 △207,541
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【第２四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第２四半期連結会計期間
(自 平成22年５月１日
至 平成22年７月31日)

当第２四半期連結会計期間
(自 平成23年５月１日
 至 平成23年７月31日)

売上高 2,872,941 2,684,441

売上原価 1,226,809 1,180,029

売上総利益 1,646,132 1,504,412

販売費及び一般管理費 1,563,087 1,473,273

営業利益 83,044 31,138

営業外収益

受取利息 963 1,545

持分法による投資利益 5,497 10,149

その他 2,791 1,556

営業外収益合計 9,252 13,252

営業外費用

支払利息 817 817

投資事業組合運用損 － 6,182

為替差損 2,354 1,005

その他 78 195

営業外費用合計 3,251 8,201

経常利益 89,045 36,189

特別利益

関係会社株式売却益 3,064 －

貸倒引当金戻入額 341 －

特別利益合計 3,406 －

特別損失

固定資産除却損 695 3,392

減損損失 13,635 28,117

賃貸借契約解約損 － 2,414

投資有価証券評価損 － 6,575

貸倒引当金繰入額 69,000 －

特別損失合計 83,330 40,498

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（△）

9,121 △4,309

法人税、住民税及び事業税 29,714 16,219

法人税等調整額 △11,822 △4,566

法人税等合計 17,891 11,653

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △15,963

少数株主利益又は少数株主損失（△） 347 △934

四半期純損失（△） △9,118 △15,028
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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２四半期連結累計期間
(自 平成22年２月１日
至 平成22年７月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年２月１日
至 平成23年７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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

80,679 △314,551

減価償却費 135,944 118,463

減損損失 13,635 46,742

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 190,542

貸倒引当金の増減額（△は減少） 67,198 1,647

退職給付引当金の増減額（△は減少） 11,692 13,757

受取利息及び受取配当金 △1,769 △2,185

支払利息 1,859 1,609

為替差損益（△は益） 1,513 875

持分法による投資損益（△は益） △9,469 △19,419

固定資産除却損 16,407 12,544

売上債権の増減額（△は増加） 152,005 △72,583

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,343 219,547

仕入債務の増減額（△は減少） △111,055 △274,317

その他 △93,536 62,007

小計 252,763 △15,321

利息及び配当金の受取額 2,885 2,533

持分法適用会社からの配当金の受取額 － 4,660

利息の支払額 △1,904 △1,514

法人税等の支払額 △65,923 △56,657

営業活動によるキャッシュ・フロー 187,820 △66,300

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 △120,809 △63,719

無形固定資産の取得による支出 △278 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

△39,311 －

投資有価証券の取得による支出 △51,500 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 11,732 5,806

敷金及び保証金の差入による支出 △51,279 △50,079

敷金及び保証金の回収による収入 74,769 76,582

その他 1,130 △8,290

投資活動によるキャッシュ・フロー △175,546 △39,700

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △124,988 △104,339

財務活動によるキャッシュ・フロー △124,988 △104,339

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,513 △875

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △114,228 △211,215

現金及び現金同等物の期首残高 3,333,986 3,681,346

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,219,758 3,470,131
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該当事項はありません。 

  

当社グループは、衣料品販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

 (追加情報) 

 第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平

成21年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第

20号 平成20年３月21日)を適用しております。 

  

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

(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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