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1.  平成23年1月期第2四半期の連結業績（平成22年2月1日～平成22年7月31日） 

※当社は、平成22年１月期第２四半期の連結財務諸表を作成していないため、平成22年１月期第２四半期の数値及び対前年同四半期増減率、並びに平
成23年１月期第２四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(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1月期第2四半期 3,206 ― 182 ― 178 ― 103 ―
22年1月期第2四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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1月期第2四半期 11,430.69 ―
22年1月期第2四半期 ― ―

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1月期第2四半期 6,251 1,368 21.9 151,750.44
22年1月期 6,151 1,296 21.1 143,757.01

（参考） 自己資本   23年1月期第2四半期  1,368百万円 22年1月期  1,296百万円

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1月期 ― 0.00 ― 3,200.00 3,200.00
23年1月期 ― 0.00
23年1月期 

（予想）
― 3,200.00 3,200.00

3.  平成23年1月期の連結業績予想（平成22年2月1日～平成23年1月31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  
※ 当社は、前連結会計年度より連結財務諸表を作成しており、また、決算期の変更により13ヶ月（平成21年１月１日～平成22年１月31日）の変則決算と
なっているため平成23年１月期の対前期増減率については記載しておりません。 

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 6,500 ― 314 ― 304 ― 131 ― 14,557.03



(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  
（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。 

(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、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
  当四半期の業績予想につきましては、平成22年８月30日付公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」にて修正しております。また、業績予想につきま
しては、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報に基づき作成しておりますが、実際の業績は今後の事業環境、経済状況の変化等さまざま
な要因により予想数値と異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「その他の情報」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1月期2Q 9,600株 22年1月期  9,600株
② 期末自己株式数 23年1月期2Q  584株 22年1月期  584株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年1月期2Q 9,016株 22年1月期2Q 9,600株
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前年同四半期は、四半期連結財務諸表を作成していないため、また、決算期の変更に伴い13ヵ月の変則決算とな

っているため、「（１）連結経営成績に関する定性的情報」及び「（２）連結財政状態に関する定性的情報」にお

いて前年同四半期との比較・分析は記載しておりません。 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、完全失業率が再び上昇に転じ６月には5.3％となるなど、依

然として予断を許さない雇用情勢が続きました。また、６月の全国百貨店売上高が前年同月比6.0％減となり、28

ヶ月連続して前年同月を下回るなど、引き続き消費が低迷しました。 

当社が属する婦人靴業界におきましては、安売り競争の激化等による商品販売価格の下落傾向が見られました。

こうした環境のもと、当第２四半期連結累計期間において当社は、自社企画力を生かした商品開発とイレギュラ

ーサイズ商材の拡販等に注力しました。また、中国現地法人を活用した直輸入比率の向上による原価率の低減に努

めたことから、売上総利益率が改善致しました。 

小売事業においてはnico Roöm札幌パルコ店及びJELLY BEANS新宿三越アルコット店を閉鎖しました。これによ

り、７月31日現在の直営店舗数は18店舗（期末日退店店舗含む）となりました。 

卸売事業においては、主要アパレル顧客向け販売が大幅に伸長し、百貨店向け販売が引き続き高い伸びを維持し

たことに加え、専門店向け販売においても販売回復傾向がみられました。 

また、これらに加え、販売管理費用の抑制に努めた結果、当第２四半期連結累計期間につきましては、売上高

3,206百万円、営業利益182百万円、経常利益178百万円、四半期純利益103百万円となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況 

（資産） 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、2,622百万円（前連結会計年度末は2,451百万円）とな

り、170百万円増加しました。主な理由は、売上債権の増加（1,018百万円から1,169百万円へ151百万円増）、現金

及び預金の増加（1,167百万円から1,244百万円へ77百万円増）、並びに商品在庫の減少（191百万円から163百万円

へ28百万円減）であります。 

また、固定資産の残高は、3,629百万円（前連結会計年度末は3,699百万円）となり、69百万円減少しました。主

な理由は、固定資産の取得による増加（25百万円増）及び減価償却による減少（89百万円減）であります。 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、2,127百万円（前連結会計年度末は2,117百万円）とな

り、10百万円増加しました。主な理由は、１年内返済予定の長期借入金の増加（858百万円から911百万円へ52百万

円増）及び未払金の減少（166百万円から139百万円へ26百万円減）、未払法人税等の減少（95百万円から79百万円

へ15百万円減）であります。 

また、固定負債の残高は、2,755百万円（前連結会計年度末は2,737百万円）となり、18百万円増加しました。こ

れは主に、運転資金の調達による長期借入金の増加（2,330百万円から2,356百万円へ25百万円増）及びリース債務

の減少（149百万円から136百万円へ13百万円減）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の残高は、1,368百万円（前連結会計年度末は1,296百万円）とな

り、72百万円増加しました。主な理由は、四半期純利益の計上103百万円による増加及び配当金の支払い28百万円

による減少であります。   

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

べて136百万円増加し、1,028百万円となりました。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、得られた資金は、71百万円となりました。 

 これは主に、税引前四半期純利益177百万円、減価償却費89百万円に対し、売上債権の増加額150百万円及び仕入

債務の減少額３百万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） 

投資活動の結果、得られた資金は、48百万円となりました。 

 これは主に、定期預金の払戻による収入90百万円、差入保証金の回収による収入14百万円に対し、定期預金の預

入による支出30百万円、有形固定資産の取得による支出11百万円及び差入保証金の差入による支出10百万円による

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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ものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動の結果、得られた資金は18百万円となりました。 

 これは主に、長期借入れによる収入550百万円に対し、長期借入金の返済による支出471百万円、リース債務の返

済による支出32百万円及び配当金の支払額28百万円によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当四半期の業績予想につきましては、平成22年６月４日に発表いたしました「平成23年１月期 第１四半期決算

短信」に記載の内容を修正しております。詳細につきましては、平成22年８月30日付公表の「業績予想の修正に関

するお知らせ」をご参照ください。また、通期の業績予想につきましては変更はありません。 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理について  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

②たな卸資産の評価方法 

 たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価

切下げを行う方法によっております。 

  

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、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。 

  

④経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

  

⑤繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用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について 

①税金費用の計算 

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。な

お、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 該当事項はありません。 

  

２．その他の情報
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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22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22年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,244,761 1,167,627

受取手形及び売掛金 1,169,310 1,018,184

商品及び製品 163,719 191,812

その他 55,602 82,681

貸倒引当金 △11,200 △8,572

流動資産合計 2,622,194 2,451,734

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,624,108 1,677,142

土地 1,529,346 1,529,346

その他（純額） 175,150 181,129

有形固定資産合計 3,328,605 3,387,618

無形固定資産 63,639 72,243

投資その他の資産 237,465 239,510

固定資産合計 3,629,710 3,699,371

資産合計 6,251,904 6,151,105

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 910,135 914,007

1年内返済予定の長期借入金 911,232 858,418

未払法人税等 79,178 95,099

返品調整引当金 7,300 7,600

その他 219,934 242,351

流動負債合計 2,127,780 2,117,476

固定負債   

長期借入金 2,356,872 2,330,901

退職給付引当金 104,621 101,364

役員退職慰労引当金 158,337 155,337

その他 136,111 149,912

固定負債合計 2,755,941 2,737,515

負債合計 4,883,722 4,854,992
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 308,100 308,100

資本剰余金 230,600 230,600

利益剰余金 979,396 905,188

自己株式 △146,116 △146,116

株主資本合計 1,371,980 1,297,772

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,982 △891

為替換算調整勘定 △1,815 △767

評価・換算差額等合計 △3,798 △1,658

純資産合計 1,368,182 1,296,113

負債純資産合計 6,251,904 6,151,105
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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）

当第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) 

売上高 3,206,880

売上原価 2,064,939

売上総利益 1,141,940

販売費及び一般管理費 959,314

営業利益 182,626

営業外収益  

仕入割引 24,554

その他 9,589

営業外収益合計 34,143

営業外費用  

支払利息 30,364

その他 8,403

営業外費用合計 38,768

経常利益 178,001

特別損失  

固定資産除却損 701

特別損失合計 701

税金等調整前四半期純利益 177,300

法人税等 74,241

四半期純利益 103,059
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第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) 

売上高 1,461,847

売上原価 922,318

売上総利益 539,528

販売費及び一般管理費 485,470

営業利益 54,058

営業外収益  

仕入割引 11,045

その他 3,636

営業外収益合計 14,682

営業外費用  

支払利息 14,925

その他 6,413

営業外費用合計 21,339

経常利益 47,401

特別損失  

固定資産除却損 701

特別損失合計 701

税金等調整前四半期純利益 46,699

法人税等 19,162

四半期純利益 27,537
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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）

当第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) 

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 177,300

減価償却費 89,618

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,256

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 259

返品調整引当金の増減額（△は減少） △300

受取利息及び受取配当金 △1,473

支払利息 30,364

売上債権の増減額（△は増加） △150,670

たな卸資産の増減額（△は増加） 28,092

仕入債務の増減額（△は減少） △3,871

その他 11,977

小計 187,553

利息及び配当金の受取額 1,473

利息の支払額 △30,714

法人税等の支払額 △87,211

営業活動によるキャッシュ・フロー 71,101

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △30,264

定期預金の払戻による収入 90,000

有形固定資産の取得による支出 △11,456

無形固定資産の取得による支出 △395

投資有価証券の取得による支出 △1,489

差入保証金の差入による支出 △10,000

差入保証金の回収による収入 14,667

その他 △2,719

投資活動によるキャッシュ・フロー 48,341

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 550,000

長期借入金の返済による支出 △471,215

配当金の支払額 △28,531

リース債務の返済による支出 △32,062

財務活動によるキャッシュ・フロー 18,191

現金及び現金同等物に係る換算差額 △766

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 136,868

現金及び現金同等物の期首残高 892,085

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,028,954
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 該当事項はありません。 

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

当社は、平成22年１月期の本決算より連結財務諸表を作成しており、それ以前については四半期連結財務諸表を作成

していないため、以下に前第２四半期累計（会計）期間に係る四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書

（非連結）を記載しております。 

また、前事業年度における決算期の変更に伴い前第２四半期累計期間は平成21年１月１日から平成21年６月30日まで

（当第２四半期連結累計期間は平成22年２月１日から平成22年７月31日まで）、前第２四半期会計期間は平成21年４月

１日から平成21年６月30日まで（当第２四半期連結会計期間は平成22年５月１日から平成22年７月31日まで）となって

おります。  

(１）四半期損益計算書 

（第２四半期累計期間） 

（単位：千円） 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

  
前第２四半期累計期間 

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年６月30日） 

売上高    2,771,793

売上原価    1,846,078

売上総利益    925,715

販売費及び一般管理費    923,018

営業利益    2,696

営業外収益  

 仕入割引    30,689

 その他    8,012

 営業外収益合計    38,702

営業外費用  

 支払利息    28,650

 その他    6,766

 営業外費用合計    35,417

経常利益    5,981

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額    27,397

その他    800

特別利益合計    28,197

特別損失  

固定資産除却損    31,364

特別損失合計    31,364

税引前四半期純利益    2,815

法人税等    502

四半期純利益    2,313
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（第２四半期会計期間） 

（単位：千円） 

  
前第２四半期会計期間 

（自 平成21年４月１日 
至 平成21年６月30日） 

売上高    1,398,326

売上原価    901,449

売上総利益    496,877

販売費及び一般管理費    480,465

営業利益    16,411

営業外収益  

 仕入割引    18,722

 その他    4,950

 営業外収益合計    23,673

営業外費用  

 支払利息    14,265

 その他    2,044

 営業外費用合計    16,310

経常利益    23,774

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額    27,397

その他    800

特別利益合計    28,197

特別損失  

固定資産除却損    31,364

特別損失合計    31,364

税引前四半期純利益    20,607

法人税等    7,623

四半期純利益    12,984
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(２）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

  

  
前第２四半期累計期間 

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年６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    2,815

 減価償却費    37,762

 貸倒引当金の増減額（△は減少）    △800

 退職給付引当金の増減額（△は減少）    3,747

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）    △24,401

 返品調整引当金の増減額（△は減少）    3,700

 受取利息及び受取配当金    △1,054

 支払利息    28,650

 有形固定資産除却損    31,364

 売上債権の増減額（△は増加）    167,409

 たな卸資産の増減額（△は増加）    △4,599

 仕入債務の増減額（△は減少）    △403,636

 その他    △22,995

 小計    △182,038

 利息及び配当金の受取額    1,054

 利息の支払額    △29,995

 法人税等の還付額    28,201

 営業活動によるキャッシュ・フロー    △182,777

投資活動によるキャッシュ・フロー   

 定期預金の預入による支出    △70,351

 定期預金の払戻による収入    120,000

 有形固定資産の取得による支出    △486,862

 無形固定資産の取得による支出    △2,842

投資有価証券の取得による支出    △2,045

差入保証金の差入による支出    △14,930

差入保証金の回収による収入    8,613

その他    △43

 投資活動によるキャッシュ・フロー    △448,463

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入れによる収入    1,000,000

 長期借入金の返済による支出    △409,528

 配当金の支払額    △30,248

 財務活動によるキャッシュ・フロー    560,223

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）    △71,017

現金及び現金同等物の期首残高    648,596

現金及び現金同等物の四半期末残高    577,578
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