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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11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 ％

23年2月期第3四半期 55,888 11.7 4,650 28.1 4,709 29.2 2,154 29.9
22年2月期第3四半期 50,046 ― 3,629 ― 3,643 ― 1,658 ―

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

23年2月期第3四半期 195.93 ―

22年2月期第3四半期 150.94 ―

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

23年2月期第3四半期 53,466 25,405 40.1 1,951.51
22年2月期 52,383 23,673 37.6 1,790.48

（参考） 自己資本  23年2月期第3四半期  21,463百万円 22年2月期  19,692百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年2月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00
23年2月期 ― 0.00 ―

23年2月期 
（予想） 35.00 35.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 76,500 9.5 6,440 22.9 6,450 22.9 3,020 30.1 274.58



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
１．簡便な会計処理 
  ・固定資産の減価償却の方法 
    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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（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） 

※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
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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）２ページ「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.3「その他」をご覧ください。）

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期3Q 11,568,000株 22年2月期 11,568,000株

② 期末自己株式数 23年2月期3Q 569,438株 22年2月期 569,266株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 10,998,618株 22年2月期3Q 10,986,896株



  
(参考） 

(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

(％表示は、対前期増減率) 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

  

  

1. 平成23年２月期第２四半期の個別業績(累計）（平成22年３月１日～平成22年11月30日）

(１)個別経営成績(累計）

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 ％

23年２月期第３四半期 42,343 11.5 4,299 23.0 4,360 24.3 2,133 23.1

22年２月期第３四半期 37,992 ― 3,494 ― 3,508 ― 1,733 ―

2. 平成23年２月期の個別業績予想（平成22年３月１日～平成23年２月28日）

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 56,850 7.8 5,900 17.0 5,920 17.5 2,950 24.6 268 22
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当第３四半期連結累計期間（平成22年３月１日から平成22年11月30日まで）におけるわが国経済は、政

府の各種景気浮揚策などによって一部の業種において業績回復の兆しが見られたものの、雇用・所得環境

は依然として厳しく、更に、急速な円高進行によって、企業業績を中心に不透明感が根強く続いてまいり

ました。  

小売業界の環境につきましては、個人消費者の価格選好志向は引き続き強く、全般に厳しい企業環境の

まま推移しました。  

 衣料小売業界におきましては、小売業界の環境と同様、一部に高額商品の売れ行きに変化が見られるな

どの傾向はあるものの、雇用情勢や給与所得の伸び悩みなどから、消費意欲は依然として弱く、全般に低

調に推移いたしました。  

 このような状況の中、当企業集団は業態の確立と出店の促進とを積極的に行うとともに、業態変換によ

る既存店の活性化と不採算店舗の撤退とを推し進め、さらには経費の見直しなどによって、業容の拡大と

経営効率の改善に努めてまいりました。  

 衣料事業におきましては、上記のような国内経済環境の中にあって、５２週MDの精緻化に努め、機動的

な商品投入によって店頭商品の鮮度を向上させるなどした結果、売上高は前年同期比12.9%増加の43,178

百万円となりました。  

 雑貨事業におきましては、個人消費者の低価格志向にもマッチしたことなどから売上高は前年同期比

6.2％増加の9,585百万円と、引き続き順調に拡大いたしました。  

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間における当企業集団の売上高は前年同期比11.7%増の55,888百

万円となりました。  

 利益面につきましては、人件費を始めとしてさまざまな経費項目の見直しを推し進めるなどしたことに

より、販売費及び一般管理費において、売上高対比で前年同期比1.4ポイント改善し48.3％となったこと

などにより、営業利益は前年同期比28.1％増加し、4,650百万円となり、経常利益は、前年同期比29.2％

増加し4,709百万円となり、四半期純利益は、前年同期比29.9%増加の2,154百万円となりました。  

  

（資産）   

 流動資産は、現金及び預金が2,518百万円減少しましたが、商品が2,154百万円、受取手形及び売掛金が

1,065百万円それぞれ増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて489百万円増加しました。  

 固定資産は、差入保証金が250百万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて593百万円増

加しました。  

 （負債）   

 流動負債につきましては、支払手形及び買掛金が293百万円増加しましたが、短期借入金が398百万円、

未払法人税等が599百万円それぞれ減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて148百万円減少し

ました。  

 固定負債は、長期借入金が352百万円減少したことなどにより、前連結会計年度末に比べて500百万円減

少しました。  

 （純資産）  

 純資産は、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べて1,732百万円増加しました。  

  

平成22年10月12日に公表いたしました通期の連結業績予想を変更しておりません。 

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

①資産、負債及び純資産の状況

(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の方法  

 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。  

  

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
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 24,170,079 26,688,972

受取手形及び売掛金 5,174,291 4,108,344

商品 5,384,423 3,229,650

その他 822,310 1,035,700

貸倒引当金 △3,491 △4,374

流動資産合計 35,547,613 35,058,293

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 4,107,889 4,194,032

その他（純額） 1,246,298 1,173,899

有形固定資産合計 5,354,188 5,367,931

無形固定資産 50,610 65,040

投資その他の資産

差入保証金 9,887,660 9,637,312

その他 2,766,424 2,329,336

貸倒引当金 △139,779 △74,457

投資その他の資産合計 12,514,306 11,892,191

固定資産合計 17,919,105 17,325,163

資産合計 53,466,719 52,383,457

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 10,534,203 10,240,294

短期借入金 700,000 1,098,348

1年内返済予定の長期借入金 1,409,434 1,298,962

未払法人税等 826,238 1,426,112

賞与引当金 472,428 709,825

引当金 264,200 251,650

その他 4,469,016 3,798,648

流動負債合計 18,675,520 18,823,842

固定負債

長期借入金 6,007,282 6,359,763

引当金 487,868 430,801

その他 2,890,164 3,095,560

固定負債合計 9,385,315 9,886,126

負債合計 28,060,836 28,709,968
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,181,200 3,181,200

資本剰余金 3,379,452 3,379,452

利益剰余金 16,070,717 14,300,735

自己株式 △1,142,953 △1,142,471

株主資本合計 21,488,416 19,718,916

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △24,018 △25,564

為替換算調整勘定 △614 △357

評価・換算差額等合計 △24,633 △25,922

少数株主持分 3,942,100 3,980,494

純資産合計 25,405,883 23,673,488

負債純資産合計 53,466,719 52,383,457
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(2) 四半期連結損益計算書

【第３四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11月30日)

売上高 50,046,247 55,888,129

売上原価 21,567,910 24,230,086

売上総利益 28,478,336 31,658,042

販売費及び一般管理費 24,849,129 27,007,415

営業利益 3,629,207 4,650,626

営業外収益

受取利息 6,624 5,786

持分法による投資利益 － 10,393

負ののれん償却額 72,022 64,980

受取賃貸料 24,058 21,829

その他 27,505 32,452

営業外収益合計 130,211 135,442

営業外費用

支払利息 108,381 66,714

持分法による投資損失 307 －

その他 6,930 10,153

営業外費用合計 115,619 76,867

経常利益 3,643,798 4,709,200

特別利益

投資有価証券売却益 2,762 －

関係会社株式売却益 － 3,064

固定資産売却益 － 837

貸倒引当金戻入額 － 554

特別利益合計 2,762 4,456

特別損失

固定資産除却損 235,751 207,269

減損損失 228,749 343,511

貸倒引当金繰入額 － 69,000

その他 53,129 5,723

特別損失合計 517,630 625,505

税金等調整前四半期純利益 3,128,930 4,088,152

法人税、住民税及び事業税 1,404,037 1,891,418

法人税等調整額 65,811 5,347

法人税等合計 1,469,848 1,896,766

少数株主利益 770 36,447

四半期純利益 1,658,311 2,154,937
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【第３四半期連結会計期間】

(単位：千円)

前第３四半期連結会計期間
(自 平成21年９月１日
至 平成21年11月30日)

当第３四半期連結会計期間
(自 平成22年９月１日
至 平成22年11月30日)

売上高 18,069,638 19,809,133

売上原価 7,519,394 8,409,887

売上総利益 10,550,244 11,399,245

販売費及び一般管理費 8,622,335 9,335,341

営業利益 1,927,909 2,063,904

営業外収益

受取利息 2,140 1,700

持分法による投資利益 981 4,853

負ののれん償却額 27,093 8,179

受取賃貸料 7,800 7,306

その他 2,874 7,635

営業外収益合計 40,890 29,676

営業外費用

支払利息 36,097 20,529

その他 774 4,696

営業外費用合計 36,871 25,226

経常利益 1,931,928 2,068,354

特別損失

固定資産除却損 46,461 36,307

減損損失 128,352 39,013

その他 8,093 －

特別損失合計 182,907 75,320

税金等調整前四半期純利益 1,749,020 1,993,033

法人税、住民税及び事業税 696,204 786,542

法人税等調整額 55,503 98,530

法人税等合計 751,708 885,072

少数株主利益 48,852 24,449

四半期純利益 948,459 1,083,511
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該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日) 

 
  

当第３四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年11月30日) 

 
  

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

衣料事業  
(千円)

雑貨事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

38,243,400 9,027,580 2,775,265 50,046,247 ― 50,046,247

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

86,553 ― 71,207 157,760 （157,760） ―

計 38,329,954 9,027,580 2,846,473 50,204,008 （157,760） 50,046,247

営業利益又は営業損失（△) 2,751,612 937,487 △75,827 3,613,272 15,934 3,629,207

衣料事業  
(千円)

雑貨事業
(千円)

その他の事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

43,178,360 9,585,393 3,124,375 55,888,129 ― 55,888,129

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

93,545 200 116,306 210,051 （210,051） ―

計 43,271,905 9,585,593 3,240,682 56,098,180 （210,051） 55,888,129

営業利益 3,311,048 1,317,396 15,041 4,643,485 7,140 4,650,626

(5) 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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(2) 店舗の状況（連結） 

 
  

  

4. 補足情報

(1) セグメント別の販売実績（連結）

前第３四半期 
連結累計期間

当第３四半期 
連結累計期間

前年同期比

(自 平成21年３月１日 

 至 平成21年11月30日)

(自 平成22年３月１日 

 至 平成22年11月30日)

衣料事業 百万円 百万円 ％

フレンチカジュアル 6,667 8,673 130.1

ユニセックス 7,343 7,891 107.5

タウンカジュアル 7,813 9,560 122.4

アウトレット 6,150 7,004 113.9

ユーズド 1,590 1,820 114.5

ナイスクラップ 8,678 8,228 94.8

 衣料事業合計 38,243 43,178 112.9

 雑貨事業 9,027 9,585 106.2

 その他の事業 2,775 3,124 112.6

    合   計 50,046 55,888 111.7

当第３四半期
連結累計期間

(自 平成22年３月１日
 至 平成22年11月30日)

前事業年度末の店舗数 585店

新規店舗数 57店

退店店舗数 32店

当四半期末の店舗数 610店
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