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1.  平成25年1月期第1四半期の連結業績（平成24年2月1日～平成24年4月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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1月期第1四半期 2,500 5.0 39 ― 39 ― △3 ―
24年1月期第1四半期 2,381 △14.3 △81 ― △70 ― △192 ―

（注）包括利益 25年1月期第1四半期 9百万円 （―％） 24年1月期第1四半期 △173百万円 （―％）

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1月期第1四半期 △0.36 ―
24年1月期第1四半期 △18.43 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年1月期第1四半期 9,631 7,354 76.1
24年1月期 9,854 7,449 75.3
（参考） 自己資本   25年1月期第1四半期  7,328百万円 24年1月期  7,423百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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1月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
25年1月期 ―
25年1月期（予想） 0.00 ― 10.00 10.00

3.  平成25年1月期の連結業績予想（平成24年2月1日～平成25年1月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

第2四半期(累計) 5,365 5.9 219 ― 239 ― 101 ― 9.67
通期 11,000 2.6 510 145.9 549 130.0 245 ― 23.46



(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  ：  無  

(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、金融用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、金融用品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は完了しておりません。 

※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異なる結果となる場合があります。 
業績予想に関する事項は添付資料の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。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
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1月期1Q 10,834,000 株 24年1月期 10,834,000 株
② 期末自己株式数 25年1月期1Q 390,500 株 24年1月期 390,500 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年1月期1Q 10,443,500 株 24年1月期1Q 10,443,500 株
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当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年発生した東日本大震災の影響からは緩やか

な持ち直しは見られたものの、欧州の債務問題や原油価格の高騰等、景気の先行きに不透明感があ

り、依然として厳しい景況感の中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、消費者の購買意欲に盛り上がりを欠き厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況のなか、当第１四半期連結累計期間において、直営店の出店３店舗、退店２店舗を

行い、直営店舗数は１店舗増加の115店舗(前年同四半期末125店舗)となりました。 

売上高につきましては、春の到来の遅れもあり、厳しい状況でありましたが、前年同四半期は東日

本大震災の影響があったため増加となりました。反面、販売費及び一般管理費は、店舗数の減少によ

り前年同四半期に比べ減少いたしました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高2,500百万円(前年同四半期比5.0％増）、営業利

益39百万円(前年同四半期 営業損失81百万円)、経常利益39百万円(前年同四半期 経常損失70百万

円)、四半期純損失３百万円(前年同四半期 四半期純損失192百万円)となりました。 

  

① 資産 

当第１四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222百万円減少し9,631

百万円となりました。これは主に、現金及び預金の減少419百万円等に対し、受取手形及び売掛金

の増加116百万円、商品の増加105百万円等によるものであります。 

② 負債 

当第１四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127百万円減少し2,276百

万円となりました。これは主に、長期未払金の減少280百万円等に対し、引当金の増加41百万円等

によるものであります。 

③ 純資産 

当第１四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95百万円減少し7,354

百万円となりました。これは主に、利益剰余金の配当金104百万円に等によるものであります。 

  

平成25年1月期の連結業績予想につきましては、平成24年３月13日に公表いたしました業績予想の見

直しは行なっておりません。 

 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２四半期

連結会計期間及び第４四半期連結会計期間にバーゲンセール期間があり、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。 

  

１．当四半期決算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

（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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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１月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年４月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,733,177 4,314,150

受取手形及び売掛金 713,978 830,272

商品 633,767 739,252

原材料及び貯蔵品 7,854 10,803

その他 112,353 185,594

貸倒引当金 △41 △54

流動資産合計 6,201,089 6,080,020

固定資産   

有形固定資産 457,884 471,276

無形固定資産 10,975 10,258

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,390,783 1,368,471

保険積立金 946,164 946,431

その他 916,181 823,644

貸倒引当金 △69,000 △69,000

投資その他の資産合計 3,184,130 3,069,547

固定資産合計 3,652,990 3,551,082

資産合計 9,854,080 9,631,102

負債の部   

流動負債   

買掛金 948,914 943,140

短期借入金 220,000 220,000

未払法人税等 58,184 18,227

引当金 28,240 70,230

その他 403,741 549,255

流動負債合計 1,659,080 1,800,853

固定負債   

長期未払金 289,787 9,080

退職給付引当金 244,745 254,113

資産除去債務 211,034 212,939

固定負債合計 745,566 476,132

負債合計 2,404,646 2,276,986

㈱ナイスクラップ(7598)　平成25年1月期第１四半期決算短信

－4－



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年４月30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 6,017,600 5,909,410

自己株式 △126,904 △126,904

株主資本合計 7,466,966 7,358,776

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △41,999 △31,137

為替換算調整勘定 △1,395 524

その他の包括利益累計額合計 △43,394 △30,612

少数株主持分 25,862 25,952

純資産合計 7,449,433 7,354,115

負債純資産合計 9,854,080 9,631,102
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（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 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年４月30日) 

売上高 2,381,194 2,500,857

売上原価 981,174 1,024,757

売上総利益 1,400,019 1,476,100

販売費及び一般管理費 1,481,081 1,436,962

営業利益又は営業損失（△） △81,062 39,137

営業外収益   

受取利息 639 527

為替差益 690 3,038

持分法による投資利益 9,269 －

受取賃貸料 936 1,035

その他 84 26

営業外収益合計 11,620 4,628

営業外費用   

支払利息 791 800

持分法による投資損失 － 3,275

その他 33 36

営業外費用合計 824 4,112

経常利益又は経常損失（△） △70,266 39,653

特別損失   

固定資産除却損 9,151 3,145

減損損失 18,625 4,562

投資有価証券評価損 21,655 －

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 239,974 7,708

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（△）

△310,241 31,945

法人税、住民税及び事業税 16,441 15,677

法人税等調整額 △133,962 19,932

法人税等合計 △117,520 35,610

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △192,721 △3,665

少数株主利益又は少数株主損失（△） △208 89

四半期純損失（△） △192,513 △3,755
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年４月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年４月30日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △192,721 △3,665

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 18,239 10,862

持分法適用会社に対する持分相当額 765 1,919

その他の包括利益合計 19,004 12,782

四半期包括利益 △173,716 9,117

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △173,508 9,027

少数株主に係る四半期包括利益 △208 89
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該当事項はありません。 

  

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自  平成23年２月１日  至  平成23年４月30日) 

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。 

  

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自  平成24年２月１日  至  平成24年４月30日) 

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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）重要な後発事象
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