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1.  平成25年1月期第2四半期の連結業績（平成24年2月1日～平成24年7月31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2四半期 5,031 △0.7 11 ― 41 ― △25 ―
24年1月期第2四半期 5,065 △10.4 △49 ― △34 ― △207 ―

（注）包括利益 25年1月期第2四半期 △27百万円 （―％） 24年1月期第2四半期 △195百万円 （―％）

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2四半期 △2.47 ―
24年1月期第2四半期 △19.87 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年1月期第2四半期 9,005 7,317 81.0
24年1月期 9,854 7,449 75.3
（参考） 自己資本   25年1月期第2四半期  7,293百万円 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 ― 0.00
25年1月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（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

通期 10,652 △0.6 230 10.9 265 11.0 66 ― 6.32



(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
半期連結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。 

※  注記事項

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2Q 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2Q 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2Q 10,443,500 株 24年1月期2Q 10,443,500 株
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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、昨年発生した東日本大震災の復興に向けた施策

等による緩やかな持ち直しは見られたものの、長引く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、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２四半期連結累計期間において、直営店の出店３店舗、退店５店舗を

行い、直営店舗数は２店舗減少の112店舗(前年同四半期末124店舗)となりました。 

売上高につきましては、不採算店・低採算店の退店を行ってきたことにより店舗数が減少したこと

に加え、春の到来、夏の到来の遅れが影響し前年同四半期に比べ減少となりました。一方、販売費及

び一般管理費も、同様に店舗数の減少に伴い前年同四半期に比べ減少となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高5,031百万円(前年同四半期比0.7％減）、営業利

益11百万円(前年同四半期 営業損失49百万円)、経常利益41百万円(前年同四半期 経常損失34百万

円)、四半期純損失25百万円(前年同四半期 四半期純損失207百万円)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848百万円減少し9,005

百万円となりました。これは主に、商品の減少290百万円、保険積立金の減少946百万円等に対し、

現金及び預金の増加558百万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716百万円減少し1,687百

万円となりました。これは主に、買掛金の減少417百万円、長期未払金の減少280百万円等によるも

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131百万円減少し7,317

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、四半期純損失25百万円等によ

るものであります。 

  

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

㈱ナイスクラップ(7598)　平成25年１月期　第２四半期決算短信

－2－



  
② キャッシュ・フローの状況 

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555百万円増加し4,440百万円となりました。 

 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257百万円(前年同四半期66百万円の減少)となりました。 

 増加の主な内訳は、たな卸資産の減少額291百万円等であり、減少の主な内訳は、仕入債務の減

少額418百万円、法人税等の支払額52百万円等であります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果取得した資金は917百万円(前年同四半期39百万円の使用)となりました。 

 これは主に、収入は、保険積立金の解約による収入963百万円等であり、支出は、有形固定資産

の取得による支出65百万円等であります。 

(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104百万円)となりました。 

 これは、配当金の支払額であります。 

  

平成24年３月13日に公表いたしました業績予想を平成24年９月６日に修正しております。修正理由に

つきましては平成24年９月６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。 

  

  

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(注記事項)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２四半期連結会計期間 
(平成24年７月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,733,177 5,291,683

受取手形及び売掛金 713,978 635,461

商品 633,767 342,832

原材料及び貯蔵品 7,854 7,359

その他 112,353 185,690

貸倒引当金 △41 △5,773

流動資産合計 6,201,089 6,457,253

固定資産   

有形固定資産 457,884 427,991

無形固定資産 10,975 9,555

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,390,783 1,364,397

保険積立金 946,164 －

その他 916,181 815,526

貸倒引当金 △69,000 △69,000

投資その他の資産合計 3,184,130 2,110,924

固定資産合計 3,652,990 2,548,470

資産合計 9,854,080 9,005,724

負債の部   

流動負債   

買掛金 948,914 531,234

短期借入金 220,000 220,000

未払法人税等 58,184 36,558

引当金 28,240 28,261

その他 403,741 402,957

流動負債合計 1,659,080 1,219,011

固定負債   

長期未払金 289,787 9,080

退職給付引当金 244,745 256,606

資産除去債務 211,034 203,134

固定負債合計 745,566 468,821

負債合計 2,404,646 1,687,833
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年７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 6,017,600 5,887,418

自己株式 △126,904 △126,904

株主資本合計 7,466,966 7,336,784

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 △41,599

為替換算調整勘定 △1,395 △1,583

その他の包括利益累計額合計 △43,394 △43,183

少数株主持分 25,862 24,290

純資産合計 7,449,433 7,317,891

負債純資産合計 9,854,080 9,005,724
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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23年２月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

売上高 5,065,636 5,031,148

売上原価 2,161,204 2,184,583

売上総利益 2,904,431 2,846,565

販売費及び一般管理費 2,954,355 2,834,833

営業利益又は営業損失（△） △49,923 11,731

営業外収益   

受取利息 2,185 1,200

為替差益 － 2,500

持分法による投資利益 19,419 9,521

保険解約返戻金 － 16,534

その他 2,577 3,325

営業外収益合計 24,182 33,082

営業外費用   

支払利息 1,609 1,618

投資事業組合運用損 6,182 1,753

為替差損 315 －

その他 229 60

営業外費用合計 8,336 3,431

経常利益又は経常損失（△） △34,077 41,382

特別損失   

固定資産除却損 12,544 4,394

減損損失 46,742 19,270

賃貸借契約解約損 2,414 －

投資有価証券評価損 28,230 －

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 280,473 23,664

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（△）

△314,551 17,718

法人税、住民税及び事業税 32,661 31,255

法人税等調整額 △138,528 13,781

法人税等合計 △105,866 45,036

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △208,684 △27,318

少数株主損失（△） △1,142 △1,571

四半期純損失（△） △207,541 △25,747
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 四半期連結包括利益計算書 
 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23年２月１日 
 至 平成23年７月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年７月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △208,684 △27,318

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 12,728 400

持分法適用会社に対する持分相当額 319 △188

その他の包括利益合計 13,048 211

四半期包括利益 △195,636 △27,107

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △194,493 △25,535

少数株主に係る四半期包括利益 △1,142 △1,571
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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23年２月１日 
 至 平成23年７月31日) 

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

△314,551 17,718

減価償却費 118,463 94,310

減損損失 46,742 19,270

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） 1,647 5,731

退職給付引当金の増減額（△は減少） 13,757 11,861

受取利息及び受取配当金 △2,185 △1,200

支払利息 1,609 1,618

為替差損益（△は益） 875 △241

持分法による投資損益（△は益） △19,419 △9,521

固定資産除却損 12,544 4,394

売上債権の増減額（△は増加） △72,583 73,450

たな卸資産の増減額（△は増加） 219,547 291,430

仕入債務の増減額（△は減少） △274,317 △418,652

その他 62,007 △294,540

小計 △15,321 △204,369

利息及び配当金の受取額 2,533 1,344

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 △1,514 △1,635

法人税等の支払額 △56,657 △52,970

営業活動によるキャッシュ・フロー △66,300 △257,631

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 △63,719 △65,025

投資有価証券の売却及び償還による収入 5,806 4,244

敷金及び保証金の差入による支出 △50,079 △22,442

敷金及び保証金の回収による収入 76,582 48,829

保険積立金の解約による収入 － 963,054

その他 △8,290 △10,903

投資活動によるキャッシュ・フロー △39,700 917,757

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △104,339 △104,496

財務活動によるキャッシュ・フロー △104,339 △104,496

現金及び現金同等物に係る換算差額 △875 241

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △211,215 555,870

現金及び現金同等物の期首残高 3,681,346 3,884,290

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,470,131 4,440,161

㈱ナイスクラップ(7598)　平成25年１月期　第２四半期決算短信

－9－



該当事項はありません。 

  

  

Ⅰ  前第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) 

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２四半期連結累計期間(自  平成24年２月１日  至  平成24年7月31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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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