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

24年1月期第1四半期 1,448 △17.0 39 △69.3 38 △70.2 18 △75.7
23年1月期第1四半期 1,745 ― 128 ― 130 ― 75 ―

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1四半期 2,033.47 ―
23年1月期第1四半期 8,376.36 ―

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1四半期 6,076 1,434 23.6 159,083.49
23年1月期 5,672 1,445 25.5 160,290.66

（参考） 自己資本   24年1月期第1四半期  1,434百万円 23年1月期  1,445百万円

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

23年1月期 ― 0.00 ― 3,200.00 3,200.00
24年1月期 ―
24年1月期 

（予想）
0.00 ― 3,200.00 3,200.00

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、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）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

第2四半期 
(累計)

3,186 △0.6 176 △3.2 168 △5.4 87 △15.0 9,715.04

通期 6,350 2.4 391 3.1 377 3.2 204 12.7 22,633.16



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

(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 
 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「２．その他の情報」をご覧ください。）

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1Q 9,600株 23年1月期  9,600株
② 期末自己株式数 24年1月期1Q  584株 23年1月期  584株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年1月期1Q 9,016株 23年1月期1Q 9,016株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年１～３月期のＧＤＰが前期比3.7％減（年率換算）

となり、２四半期連続のマイナス成長を記録したほか、倒産件数に占める不況型倒産の割合が４月迄23ヶ月連続し

て80％台と高い水準となるなど、個人消費や企業の生産活動は低調に推移しました。 

当社が属する婦人靴業界におきましては、消費者の生活防衛意識の高まりに加え、大手各社による安売り競争に

拍車がかかったことなどから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１四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直輸入比率

の向上による原価率の低減に努めました。しかしながら３月11日に発生した東日本大震災により取引先企業の一部

店舗が被災したこと、計画停電による営業時間の短縮や消費自粛などの影響から繁忙期における販売活動が思うよ

うに進まなかったことなどから、売上高は計画を大きく下回りました。 

小売部門においては平成23年２月にJELLY BEANS名古屋パルコ店、ラフォーレ原宿新潟店及び岡山ＯＰＡ店を閉

鎖する一方、３月にJELLY BEANS金沢百番街Rinto店を出店しました。これにより、４月30日現在の直営店舗数は17

店舗となりました。 

海外顧客向け販売を除く全ての販売チャネルにおいて売上が計画を下回った事に加え、平均販売単価が下落した

ことから、売上総利益率は低下しました。 

この結果、当第１四半期連結累計期間につきましては、売上高1,448百万円(前年同期比17.0％減)、営業利益39

百万円(同69.3％減)、経常利益38百万円(同70.2％減)、四半期純利益18百万円(同75.7％減)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１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、2,536百万円（前連結会計年度末は2,116百万円）とな

り、419百万円増加しました。主な理由は、売上債権の増加（836百万円から1,265百万円へ429百万円増）、商品在

庫の増加（145百万円から216百万円へ70百万円増）、並びに現金及び預金の減少（1,108百万円から1,029百万円へ

79百万円減）であります。 

また、固定資産の残高は、3,540百万円（前連結会計年度末は3,555百万円）となり、15百万円減少しました。主

な理由は、固定資産の取得による増加（32百万円増）、減価償却による減少（42百万円減）及び差入保証金の減少

（４百万円減）であります。  

（負債） 

当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、1,974百万円（前連結会計年度末は1,683百万円）とな

り、291百万円増加しました。主な理由は、仕入債務の増加（479百万円から797百万円へ318百万円増）、１年内返

済予定の長期借入金の増加（869百万円から902百万円へ33百万円増）、未払金の増加（130百万円から146百万円へ

15百万円増）及び未払法人税等の減少（131百万円から22百万円へ109百万円減）であります。 

また、固定負債の残高は、2,667百万円（前連結会計年度末は2,543百万円）となり、124百万円増加しました。

これは主に、運転資金の調達による長期借入金の増加（2,154百万円から2,274百万円へ119百万円増）によるもの

であります。  

（純資産） 

当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,434百万円（前連結会計年度末は1,445百万円）とな

り、10百万円減少しました。主な理由は、四半期純利益の計上18百万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１四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45百万円増加し、757百万円となりました。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、使用した資金は、185百万円（前年同期は430百万円の支出）となりました。 

これは主に、売上債権の増加額428百万円、法人税等の支払額119百万円、たな卸資産の増加額70百万円に対し、

仕入債務の増加額318百万円、減価償却費42百万円、税金等調整前四半期純利益31百万円及び引当金の増加額27百

万円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
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（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、114百万円（前年同期は63百万円の収入）となりました。 

これは主に、定期預金の払戻による収入175百万円に対し、定期預金の預入による支出49百万円及び差入保証金

の差入による支出８百万円によるものであります。  

（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116百万円（前年同期は62百万円の収入）となりました。 

これは、長期借入れによる収入400百万円に対し、長期借入金の返済による支出247百万円、配当金の支払額21百

万円及びリース債務の返済による支出15百万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23年３月11日に発表いたしました「平成23年１月期 決算短信」に記

載しております予想から変更はありません。 

  

  

（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１四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 

 当第１四半期連結会計期間末のたな卸高の算出については、実地たな卸を省略し、前連結会計年度末の実地たな

卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

 また、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想やタックス・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１四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税金等調整前四半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、税金等調整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。  

  

２．その他の情報
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（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

①会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当第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、営業利益、経常利益はそれぞれ512千円、税金等調整前四半期純利益は7,955千円減少しておりま

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829千円、差入保証金の変動額は7,420千円であ

ります。 

  

②表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書）  

 「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１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しております。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成23年４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23年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,029,499 1,108,781

受取手形及び売掛金 1,265,616 836,449

商品及び製品 216,683 145,811

その他 37,995 34,933

貸倒引当金 △13,100 △9,000

流動資産合計 2,536,695 2,116,975

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,584,374 1,594,543

土地 1,529,346 1,529,346

その他（純額） 155,370 153,685

有形固定資産合計 3,269,092 3,277,576

無形固定資産 64,390 64,997

投資その他の資産 206,632 213,064

固定資産合計 3,540,114 3,555,638

資産合計 6,076,809 5,672,614

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 797,629 479,328

1年内返済予定の長期借入金 902,772 869,592

未払法人税等 22,610 131,991

賞与引当金 20,103 －

返品調整引当金 9,000 5,900

その他 222,682 196,956

流動負債合計 1,974,798 1,683,767

固定負債   

長期借入金 2,274,108 2,154,357

退職給付引当金 105,394 105,015

役員退職慰労引当金 162,825 161,325

その他 125,387 122,967

固定負債合計 2,667,714 2,543,665

負債合計 4,642,512 4,227,433
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成23年４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23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 1,046,959 1,057,476

自己株式 △146,116 △146,116

株主資本合計 1,439,542 1,450,060

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,122 △661

為替換算調整勘定 △3,123 △4,217

評価・換算差額等合計 △5,245 △4,879

純資産合計 1,434,296 1,445,180

負債純資産合計 6,076,809 5,672,614
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（２）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22年２月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当第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) 

売上高 1,745,032 1,448,781

売上原価 1,142,620 955,793

売上総利益 602,411 492,987

販売費及び一般管理費 473,844 453,559

営業利益 128,567 39,428

営業外収益   

仕入割引 13,508 10,333

その他 5,952 4,194

営業外収益合計 19,461 14,528

営業外費用   

支払利息 15,438 13,639

その他 1,990 1,373

営業外費用合計 17,428 15,012

経常利益 130,600 38,944

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 414

特別利益合計 － 414

特別損失   

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,443

その他 － 179

特別損失合計 － 7,623

税金等調整前四半期純利益 130,600 31,736

法人税等 55,079 13,402

少数株主損益調整前四半期純利益 － 18,333

四半期純利益 75,521 18,333
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年４月30日) 

当第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) 

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 130,600 31,736

減価償却費 44,754 42,025

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,868 378

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,500 1,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,461 2,885

返品調整引当金の増減額（△は減少） 3,200 3,100

賞与引当金の増減額（△は減少） 20,400 20,103

受取利息及び受取配当金 △385 △250

支払利息 15,438 13,639

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,443

売上債権の増減額（△は増加） △445,571 △428,731

たな卸資産の増減額（△は増加） △103,657 △70,872

仕入債務の増減額（△は減少） 5,484 318,301

その他 △4,456 7,092

小計 △328,365 △51,650

利息及び配当金の受取額 385 250

利息の支払額 △15,614 △13,764

法人税等の支払額 △86,720 △119,847

営業活動によるキャッシュ・フロー △430,313 △185,011

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 △49,070

定期預金の払戻による収入 90,000 175,000

投資有価証券の取得による支出 △398 △300

有形固定資産の取得による支出 － △7,296

差入保証金の回収による収入 6,210 4,797

差入保証金の差入による支出 － △8,133

その他 △1,958 △760

投資活動によるキャッシュ・フロー 63,587 114,235

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 350,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △249,800 △247,069

配当金の支払額 △21,396 △21,482

リース債務の返済による支出 △16,138 △15,055

財務活動によるキャッシュ・フロー 62,664 116,393

現金及び現金同等物に係る換算差額 80 279

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △303,981 45,897

現金及び現金同等物の期首残高 892,085 712,051

現金及び現金同等物の四半期末残高 588,103 757,948
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 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）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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