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(百万円未満切捨て)

１．平成26年２月期第２四半期の連結業績（平成25年３月１日～平成25年８月31日）

（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 ％

26年２月期第２四半期 33,191 △1.0 △2,201 ― △1,931 ― △2,121 ―
25年２月期第２四半期 33,533 1.6 △2,429 ― △2,336 ― △2,510 ―

(注) 包括利益 26年２月期第２四半期 △2,432百万円( ― ％) 25年２月期第２四半期 △2,211百万円( ― ％)

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

26年２月期第２四半期 △26.25 ―
25年２月期第２四半期 △31.08 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年２月期第２四半期 36,016 20,202 55.9
25年２月期 37,897 22,634 59.7

(参考) 自己資本 26年２月期第２四半期 20,144百万円 25年２月期 22,606百万円

２．配当の状況

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

25年２月期 ― ― ― 0.00 0.00

26年２月期 ― ―

26年２月期(予想) ― 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成26年２月期の連結業績予想（平成25年３月１日～平成26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 77,300 1.5 500 ― 500 ― 500 3.5 6.19

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

 

   

   

   

   

   

 
  
  

   

   

 

 
  

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

④ 修正再表示 ： 無

(注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが
困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項(２)
会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年２月期２Ｑ 80,947,834株 25年２月期 80,947,834株

② 期末自己株式数 26年２月期２Ｑ 158,467株 25年２月期 156,470株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期２Ｑ 80,790,305株 25年２月期２Ｑ 80,793,693株

※ 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を実施しております。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
1.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、添付資料２ページ「１．当四半期決
算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」をご覧ください。 
2.当社は2013年４月12日開催の取締役会において済寧如意投資有限公司を割当予定先とする第三者割当増資によ
り、普通株式20,359,615株を発行することを決議し、2013年５月30日開催の定時株主総会において本件第三者割当
増資について承認されております。なお、「３．平成26年２月期の連結業績予想」の１株当たり当期純利益は、当
該影響を考慮しておりません。
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当第２四半期連結累計期間（2013年３月１日から2013年８月31日まで）におけるわが国経済は、政府

による経済政策や日本銀行による金融政策の推進を背景とした円高の是正及び株価の上昇により、景気

回復に向けた兆しが見え始めています。しかしながら、電気料金の値上げや原材料価格の上昇などによ

り、国内景気は依然として先行きが不透明な状況が続いております。 

個人消費におきましては、株高等による資産効果や、景気回復への期待感による消費マインドの好転

などにより、高額品、高級品需要は活発になるなどの消費行動が見られます。一方で、節約志向は依然

として続き、未だ消費全体の回復には至っておりません。 

このような経営環境の中、当社グループでは今期を初年度とする「中期経営方針」に基づき、組織改

革、小売型ビジネスの拡大、Ｅコマースの積極展開を重点施策に掲げ取り組んで参りました。 

当第２四半期連結累計期間につきましては、ＧＭＳ向け販売及び、新規出店によりショッピングセン

ター向け販売は堅調に推移いたしましたが、子会社において肌着・靴下、バッグ等の販売が苦戦したこ

とにより売上高は前年同四半期に比べて減少いたしました。グループ全体では、商品仕入・配分の効率

化により在庫削減効果が得られ、売上総利益率が改善いたしました。 

また、本社移転並びにショッピングセンターへの出店により販売費及び一般管理費が増加したもの

の、営業損失、経常損失並びに四半期純損失は前年同四半期に比べて改善いたしました。 

以上の結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は331億９千１百万円（前年同四半

期比1.0%減）、営業損失は22億１百万円（前年同四半期は24億２千９百万円の営業損失）、経常損失は

19億３千１百万円（前年同四半期は23億３千６百万円の経常損失）、四半期純損失は21億２千１百万円

（前年同四半期は25億１千万円の四半期純損失）となりました。 

  

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて18億８千１百万円減少し、360

億１千６百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金の減少等によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて５億５千万円増加し、158億１千３百万円となりました。これ

は、未払費用の増加等によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて24億３千２百万円減少し、202億２百万円となりました。これ

は、四半期純損失の計上に伴う利益剰余金の減少等によるものであります。 

  

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による

キャッシュ・フローの増加が５千９百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少が７億２千１百

万円、財務活動によるキャッシュ・フローの減少が１千９百万円となりました。 

これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の資金残高は前連結会計年度末に比べて６億１千７百万

円減少し、94億７千８百万円となりました。 

  

2014年２月期の通期連結業績予想につきましては、2013年４月12日発表の予想数値から変更はありま

せん。 

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

(資産、負債及び純資産の状況)

(キャッシュ・フローの状況)

（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。 

  

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、2013年３月１日

以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しておりま

す。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整

前四半期純損失はそれぞれ19百万円減少しております。 

  

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）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更)
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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：百万円)

前連結会計年度 
(2013年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2013年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 11,098 10,792

受取手形及び売掛金 8,406 6,613

有価証券 103 115

商品及び製品 6,723 6,932

仕掛品 609 899

原材料及び貯蔵品 624 674

その他 2,183 1,695

貸倒引当金 △141 △114

流動資産合計 29,609 27,609

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,554 7,711

減価償却累計額 △6,553 △6,573

建物及び構築物（純額） 1,001 1,138

機械装置及び運搬具 1,182 1,271

減価償却累計額 △908 △994

機械装置及び運搬具（純額） 274 277

土地 1,116 1,116

その他 2,691 2,792

減価償却累計額 △2,214 △2,196

その他（純額） 477 595

有形固定資産合計 2,869 3,127

無形固定資産   

その他 374 490

無形固定資産合計 374 490

投資その他の資産   

投資有価証券 1,332 952

差入保証金 3,105 3,211

繰延税金資産 18 17

その他 678 690

貸倒引当金 △91 △82

投資その他の資産合計 5,044 4,789

固定資産合計 8,288 8,407

資産合計 37,897 36,016
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(2013年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2013年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,085 5,438

短期借入金 85 80

未払費用 2,565 3,026

未払法人税等 310 263

繰延税金負債 135 68

返品調整引当金 641 588

賞与引当金 92 107

その他 529 335

流動負債合計 9,444 9,908

固定負債   

繰延税金負債 5 6

退職給付引当金 5,060 5,116

役員退職慰労引当金 18 22

その他 735 760

固定負債合計 5,818 5,905

負債合計 15,263 15,813

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,005 17,005

資本剰余金 21,791 21,791

利益剰余金 △16,195 △18,316

自己株式 △125 △125

株主資本合計 22,475 20,354

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △156 △545

繰延ヘッジ損益 220 111

為替換算調整勘定 67 224

その他の包括利益累計額合計 130 △209

少数株主持分 28 58

純資産合計 22,634 20,202

負債純資産合計 37,897 36,016
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 2012年３月１日 
 至 2012年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2013年３月１日 
 至 2013年８月31日) 

売上高 33,533 33,191

売上原価 19,627 18,823

売上総利益 13,905 14,367

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 2,157 2,085

貸倒引当金繰入額 △9 △9

従業員給料 7,176 7,370

賞与引当金繰入額 77 79

退職給付費用 184 169

役員退職慰労引当金繰入額 2 2

福利厚生費 1,459 1,520

その他 5,286 5,349

販売費及び一般管理費合計 16,334 16,568

営業損失（△） △2,429 △2,201

営業外収益   

受取利息 9 14

受取配当金 43 51

受取地代家賃 162 163

持分法による投資利益 － 18

その他 102 167

営業外収益合計 318 414

営業外費用   

支払利息 2 2

退職給付費用 67 67

持分法による投資損失 75 －

その他 79 75

営業外費用合計 224 144

経常損失（△） △2,336 △1,931

特別利益   

投資有価証券売却益 38 －

特別利益合計 38 －

特別損失   

減損損失 11 －

貸倒引当金繰入額 50 －

移転費用 42 38

特別損失合計 104 38

税金等調整前四半期純損失（△） △2,402 △1,969

法人税、住民税及び事業税 92 122

法人税等調整額 2 △0

法人税等合計 94 122

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,497 △2,091

少数株主利益 13 29

四半期純損失（△） △2,510 △2,121
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 2012年３月１日 
 至 2012年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2013年３月１日 
 至 2013年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,497 △2,091

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 377 △388

繰延ヘッジ損益 △95 △109

為替換算調整勘定 11 127

持分法適用会社に対する持分相当額 △8 29

その他の包括利益合計 285 △340

四半期包括利益 △2,211 △2,432

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,225 △2,461

少数株主に係る四半期包括利益 13 29
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 2012年３月１日 
 至 2012年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2013年３月１日 
 至 2013年８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損失（△） △2,402 △1,969

減価償却費 304 361

減損損失 11 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 38 △35

受取利息及び受取配当金 △52 △65

支払利息 2 2

固定資産除却損 6 1

持分法による投資損益（△は益） 75 △18

投資有価証券売却損益（△は益） △38 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 16 15

退職給付引当金の増減額（△は減少） 140 47

売上債権の増減額（△は増加） 2,548 1,834

たな卸資産の増減額（△は増加） △430 △508

仕入債務の増減額（△は減少） △360 306

その他の流動資産の増減額（△は増加） △45 151

その他の流動負債の増減額（△は減少） △337 71

その他 △151 △55

小計 △675 138

利息及び配当金の受取額 56 70

利息の支払額 △2 △2

法人税等の支払額 △94 △147

営業活動によるキャッシュ・フロー △715 59

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 △1,104 △920

定期預金の払戻による収入 1,068 609

有形固定資産の取得による支出 △277 △465

無形固定資産の取得による支出 △36 △124

投資有価証券の売却による収入 118 362

出資金の払込による支出 △195 －

貸付けによる支出 △66 △79

貸付金の回収による収入 83 78

差入保証金の差入による支出 － △199

差入保証金の回収による収入 － 20

その他 75 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △334 △721

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 15 △5

自己株式の取得による支出 △0 △0

リース債務の返済による支出 △5 △13

財務活動によるキャッシュ・フロー 9 △19

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 63

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,037 △617

現金及び現金同等物の期首残高 9,781 10,096

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,743 9,478
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該当事項はありません。 

  

当社グループは、衣服等繊維製品関連事業を単一の報告セグメントとしており、その他の事業につい

ては、重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

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
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