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　　　　　　責任者役職・氏名　常務取締役　　　田中　浩志  

１．四半期財務情報の作成等に係る事項

①　会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　：　有

（内容）法人税等の計上基準は、法定実効税率をベースとした年間予測税率により計算しております。

②　最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　：　無

  ③　公認会計士又は監査法人による関与の有無　　　　　　　：　無　　

２．平成20年２月期第１四半期財務・業績の概況（平成19年２月21日　～　平成19年５月20日）

(1）経営成績の進捗状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期第１四半期 2,924 0.2 △34 － 18 △91.5 △5 －

19年２月期第１四半期 2,920 － 201 － 222 － 112 －

（参考）19年２月期 12,144 14.8 207 △61.8 249 △63.9 36 △89.7

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年２月期第１四半期 △0 72 － －

19年２月期第１四半期 24 83 － －

（参考）19年２月期 6 34 － －

(注）１．売上高、営業利益等におけるパーセント表示は、対前年同四半期に対する増減率を示しております。

 ２．平成19年２月期より四半期開示を行っているため、平成19年２月期第１四半期に係る増減率については記

載しておりません。

 ３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載してお

りません。
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［経営成績の進捗状況に関する定性的情報等］

当第１四半期におけるわが国経済は、生産の一部に弱さが見られるものの、企業収益の改善を背景とした設備投資が

増加するなど、堅調に推移しました。一方個人消費についても雇用、所得環境の一部に厳しさがみられるものの、緩や

かながら改善に広がりを見せています。

一方小売業界にあっては、百貨店の売上高は弱含みで推移しましたが、スーパーの売上高は回復傾向となるなど業種

による格差に加え企業間格差も継続して拡大しており、厳しい競争状況で推移しました。

このような状況の中で当社は①収益（売上総利益）増強のための商品力の強化、②顧客サービスの向上のための店舗

オペレーションの強化、③株式会社ファーストリテイリンググループとの人材交流による人材の活性化に努めてまいり

ました。

これらの結果、売上高は2,924,993千円（前年同期比0.2％増）、営業損失34,610千円、経常利益18,918千円（前年同

期比91.5％減）、当第１四半期純損失5,483千円となりました。

　なお、店舗の状況につきましては、新規出店５店舗、退店３店舗により、当第１四半期末店舗数は105店舗となりまし

た。

 ①売上高 

当第１四半期におきましては、関東地域に３店舗、東北地域に１店舗、近畿地域に１店舗、計５店舗の新規出店と北

陸・甲信越地域で１店舗、中部・東海地域で１店舗、北海道地域で１店舗、計３店舗の閉鎖を行いました。また、前年

度に出店した19店舗が３ヶ月間稼動いたしました。この結果、当第１四半期の売上高は2,924,993千円（前年同期比

0.2％増）となりました。

事業部門別にみますと、婦人部門では、立ち上り時期に気温が低く、在庫処分による販売単価の影響もありましたが、

当事業年度の新規出店と前事業年度に出店した店舗が３ヵ月間稼動したことにより、売上高は1,999,456千円（前年同

期比14.6％増）となりました。

紳士部門では、前事業年度に退店した店舗による影響及び在庫処分による販売単価の影響により、売上高は190,293

千円（前年同期比15.2%減）となりました。

スニーカー部門では、紳士部門同様に、前事業年度に退店した店舗による影響及び在庫処分による販売単価の影響に

より、売上高は716,014千円（前年同期比18.4%減）となりました。

その他部門では、特価商品を婦人部門に含めることとしたことにより、売上高は19,229千円となりました。

 ②売上総利益

当第１四半期の売上総利益は、在庫処分による販売単価の影響により前第１四半期に比べ65,364千円減少し、1,247,081

千円となりました。

 ③営業利益

当第１四半期の販売費及び一般管理費は、出店数の増加による人的投資の増加等によるコストが増加し、販売費及び

一般管理費は1,281,692千円となり、販売費及び一般管理費の対売上高比率は、43.8％となりました。

以上の結果、当第１四半期の営業損失は34,610千円（前第１四半期は201,723千円の営業利益）となりました。

 ④経常利益

当第１四半期の営業外収益は、事務代行料40,635千円、仕入割引8,116千円等の計上により、56,635千円となりまし

た。

また、営業外費用は、支払利息2,566千円等の計上により、3,105千円となりました。

以上の結果、当第１四半期の経常利益は前第１四半期に比べ203,301千円減少し、18,918千円となりました。

 ⑤税引前四半期純利益

当第１四半期の特別利益は、ポイントカード廃止による引当金の取崩額20,926千円、店舗移転補償料8,133千円の計

上により、29,286千円となりました。

また、特別損失66,264千円は、退店並びに店舗改装に伴う固定資産除却損及び原状回復費の計上等によるものであり

ます。

以上の結果、税引前当第１四半期純損失は18,059千円（前第１四半期は212,863千円の税引前四半期純利益）となり

ました。

 ⑥四半期純利益

当第１四半期の法人税等は△12,575千円となり、当第１四半期純損失は5,483千円（前第１四半期は112,977千円の四

半期純利益）となりました。
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(2）財政状態の変動状況　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨）

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

20年２月期第１四半期 7,668 4,394 57.3 579 50

19年２月期第１四半期 6,968 2,312 33.2 508 30

（参考）19年２月期 7,747 4,439 57.3 585 45

 

【キャッシュ・フローの状況】　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（百万円未満切捨）

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

20年２月期第１四半期 △362 △116 △137 1,144

19年２月期第１四半期 △457 △178 1,112 1,298

（参考）19年２月期 △74 △1,417 2,431 1,761

 

［財政状態の変動状況に関する定性的情報等］

当第１四半期においては、有形固定資産の取得に伴う支出204,031千円、保証金の差入に伴う支出64,482千円及び長

期借入金の返済89,493千円等を行った結果、当第１四半期の現金及び現金同等物（以下「資金」という）は1,144,891

千円となり、前事業年度末より616,563千円減少いたしました。

当第１四半期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）

当第１四半期において営業活動の結果使用した資金は362,248千円となりました。

これは主に、売上債権の増加等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）

当第１四半期において投資活動の結果使用した資金は116,906千円となりました。

これは主に、新規出店に伴う設備投資及び差入保証金の増加等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）

当第１四半期において財務活動の結果使用した資金は137,408千円となりました。

これは主に、長期借入金の返済及び配当金の支払等によるものであります。　

○添付資料

（要約）四半期貸借対照表、（要約）四半期損益計算書、（要約）四半期株主資本等変動計算書、（要約）四半期

キャッシュ・フロー計算書、事業の部門別販売実績
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［参考］

平成20年２月期の業績予想（平成19年２月21日　～　平成20年２月20日）

 売上高 経常利益 当期純利益

 百万円 百万円 百万円

中間期 5,630 △120 △280

通期 11,500 △120 △340

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　△44円84銭

［業績予想に関する定性的情報等］

平成20年２月期の業績予想につきましては、平成19年６月20日に「業績修正および特別損失の発生に関するお知ら

せ」において発表のとおり変更しております。詳細等につきましては「業績修正および特別損失の発生に関するお知ら

せ」をご参照ください。

　ただし、（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）については、当第１四半期末の発行済株式総数7,583,000株に

て計算しております。

 （注）業績の予想につきましては、提出日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は経

　　　 済情勢などの動向により異なる可能性があります。
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１.（要約）四半期貸借対照表

科目

当四半期
（平成20年２月期第１

四半期末）

前年同四半期
（平成19年２月期第１

四半期末）
増　　減

（参考）
平成19年２月期 

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％） 

 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

1.現金及び預金 2,090,250  1,443,242    2,706,123  

2.売掛金 851,816  920,032    371,995  

3.たな卸資産 1,228,821  1,364,747    1,142,555  

4.繰延税金資産 52,617  49,149    52,617  

5.その他 268,909  38,296    344,929  

流動資産合計 4,492,416 58.6 3,815,468 54.8 676,948 17.7 4,618,222 59.6

Ⅱ　固定資産         

1.有形固定資産         

　(1)建物 361,910  274,758    335,748  

  (2)工具、器具及び
備品

529,967  428,363    516,106  

  (3)その他 34,705  40,827    41,706  

  有形固定資産合計 926,583 12.1 743,949 10.7 182,634 24.5 893,561 11.5

2.無形固定資産 51,712 0.7 56,641 0.8 △4,929 △8.7 45,555 0.6

3.投資その他の資産         

　　　(1)差入保証金 2,122,453  2,057,268    2,108,095  

      (2)繰延税金資産 －  72,179    －  

  (3)その他 102,678  250,058    109,041  

 　　貸倒引当金 △27,291  △27,257    △27,291  

投資その他の資産合計 2,197,840 28.6 2,352,248 33.7 △154,408 △6.5 2,189,845 28.3

固定資産合計 3,176,136 41.4 3,152,840 45.2 23,296 0.7 3,128,962 40.4

資産合計 7,668,552 100.0 6,968,308 100.0 700,244 10.0 7,747,184 100.0
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科目

当四半期
（平成20年２月期第１

四半期末）

前年同四半期
（平成19年２月期第１

四半期末）
増　　減

（参考）
平成19年２月期 

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％） 

 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

 1.支払手形 1,435,114  1,572,647    1,686,071  

 2.買掛金 655,129  794,287    291,358  

 3.短期借入金 －  320,000    －  

 4.１年内返済予定長期
借入金 

290,543  438,717    322,054  

 5.１年内償還予定社債 20,000  20,000    20,000  

 6.未払金 261,798  295,709    254,728  

 7.未払法人税等 4,235  108,947    －  

 8.未払消費税等 15,420  756    －  

 9.賞与引当金 47,221  38,904    2,710  

10.ポイントカード引
当金 

－  16,290    20,926  

11.その他 241,593  250,008    338,084  

流動負債合計 2,971,057 38.7 3,856,268 55.3 △885,211 △22.9 2,935,933 37.9

Ⅱ　固定負債         

 1.社債 －  20,000    10,000  

 2.長期借入金 297,332  587,875    355,314  

 3.役員退職慰労引当
金

－  179,330    －  

 4.その他 5,437  12,062    6,402  

固定負債合計 302,769 4.0 799,267 11.5 △496,498 △62.1 371,716 4.8

負債合計 3,273,826 42.7 4,655,536 66.8 △1,381,710 29.6 3,307,650 42.7

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 － － 560,000 8.0 － － － －

Ⅱ　資本剰余金         

 　1. 資本準備金 －  563,000  －  －  

　 　資本剰余金合計 － － 563,000 8.1 － － － －

Ⅲ　利益剰余金         

 　1. 利益準備金 － － 21,750 0.3 － － － －

 　2. 任意積立金 － － 960,000 13.8 － － － －

 　3. 四半期未処分利益 － － 197,819 2.8 － － － －

 　　利益剰余金合計 － － 1,179,569 16.9 － － － －

Ⅳ　その他有価証券評価　
差額金 

－ － 10,203 0.2 － － － －

 　　資本合計 － － 2,312,772 33.2 － － － －

 　　負債・資本合計 － － 6,968,308 100.0 － － － －
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科目

当四半期
（平成20年２月期第１

四半期末）

前年同四半期
（平成19年２月期第１

四半期末）
増　　減

（参考）
平成19年２月期 

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％） 

 金額（千円）
増減率
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

　1. 資本金 1,661,855 21.7 － － － － 1,661,855 21.5

  2. 資本剰余金　         

    (1)資本準備金 1,664,855  －  －  1,664,855  

     資本剰余金合計 1,664,855 21.7 － － － － 1,664,855 21.5

  3. 利益剰余金         

    (1)利益準備金　 21,750  －  －  21,750  

    (2)その他利益剰余
   金 

        

       別途積立金 960,000  －  －  960,000  

       繰越利益剰余金 78,320  －  －  121,719  

 　  利益剰余金合計 1,060,070 13.8 － － － － 1,103,469 14.2

   株主資本合計 4,386,780 57.2 － － － － 4,430,179 57.2

Ⅱ　評価・換算差額等         

  1. その他有価証券評価　
差額金 

7,945  －  － － 9,355  

  　評価・換算差額等合
計

7,945 0.1 － － － － 9,355 0.1

 　 純資産合計 4,394,725 57.3 － － － － 4,439,534 57.3

 　 負債・純資産合計　 7,668,552 100.0 － － － － 7,747,184 100.0
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２.（要約）四半期損益計算書

科目

当四半期
（平成20年２月期第１

四半期）

前年同四半期
（平成19年２月期第１

四半期）
増　　減

（参考）
平成19年２月期

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％） 

金額（千円） 
増減率
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 2,924,993 100.0 2,920,312 100.0 4,681 0.2 12,144,132 100.0

Ⅱ　売上原価 1,677,912 57.4 1,607,867 55.1 70,045 4.3 7,009,197 57.7

売上総利益 1,247,081 42.6 1,312,445 44.9 △65,364 △4.9 5,134,934 42.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,281,692 43.8 1,110,721 38.0 170,971 15.3 4,927,753 40.6

営業利益又は営業損失
（△）

△34,610 △1.2 201,723 6.9 △236,333 △117.1 207,180 1.7

Ⅳ　営業外収益 56,635 1.9 50,938 1.7 5,697 11.1 195,368 1.6

Ⅴ　営業外費用 3,105 0.1 30,442 1.0 △27,337 △89.8 153,052 1.2

経常利益 18,918 0.6 222,219 7.6 △203,301 △91.5 249,496 2.1

Ⅵ　特別利益 29,286 1.0 － － 29,286 － 13,664 0.1

Ⅶ　特別損失 66,264 2.2 9,355 0.3 56,909 608.3 95,505 0.8

税引前四半期純利益、税引
前四半期純損失（△）又は
税引前当期純利益

△18,059 △0.6 212,863 7.3 △230,922 △108.4 167,655 1.4

法人税等 △12,575 △0.4 99,886 3.4 △112,461 △112.5 130,777 1.1

四半期純利益、四半期純損
失（△）又は当期純利益

△5,483 △0.2 112,977 3.9 △118,460 △104.8 36,877 0.3

－ 8 －



３.（要約）四半期株主資本等変動計算書

当四半期（自平成19年２月21日　至平成19年５月20日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年２月20日　残高
（千円）

1,661,855 1,664,855 1,664,855 21,750 960,000 121,719 1,103,469 4,430,179

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円）      △37,915 △37,915 △37,915

四半期純損失(△）（千円）      △5,483 △5,483 △5,483

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）
（千円）

        

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － － △43,398 △43,398 △43,398

平成19年５月20日　残高
（千円）

1,661,855 1,664,855 1,664,855 21,750 960,000 78,320 1,060,070 4,386,780

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年２月20日　残高
（千円）

9,355 9,355 4,439,534

事業年度中の変動額

剰余金の配当（千円）   △37,915

四半期純損失(△）（千円）   △5,483

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）
（千円）

△1,410 △1,410 △1,410

事業年度中の変動額合計
（千円）

△1,410 △1,410 △44,808

平成19年５月20日　残高
（千円）

7,945 7,945 4,394,725

－ 9 －



（参考）前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年２月21日　至平成19年２月20日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

株主資本
合計

資本準備金
資本剰余金

合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成18年２月20日　残高
（千円）

135,000 12,000 12,000 21,750 710,000 405,891 1,137,641 1,284,641

事業年度中の変動額

新株の発行（千円） 1,526,855 1,652,855 1,652,855     3,179,710

別途積立金の積立て
（千円）

    250,000 △250,000 － －

剰余金の配当（千円）      △60,750 △60,750 △60,750

利益処分による役員賞与
（千円） 

     △10,300 △10,300 △10,300

当期純利益（千円）      36,877 36,877 36,877

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）
（千円）

        

事業年度中の変動額合計
（千円）

1,526,855 1,652,855 1,652,855 － 250,000 △284,172 △34,172 3,145,537

平成19年２月20日　残高
（千円）

1,661,855 1,664,855 1,664,855 21,750 960,000 121,719 1,103,469 4,430,179

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券
評価差額金

評価・換算
差額等合計

平成18年２月20日　残高
（千円）

10,280 10,280 1,294,922

事業年度中の変動額

新株の発行（千円）   3,179,710

別途積立金の積立て
（千円） 

  －

剰余金の配当（千円）   △60,750

利益処分による役員賞与
（千円） 

  △10,300

当期純利益（千円）   36,877

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）
（千円）

△925 △925 △925

事業年度中の変動額合計
（千円）

△925 △925 3,144,612

平成19年２月20日　残高
（千円）

9,355 9,355 4,439,534
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４.（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

当四半期
（平成20年２月期第１四

半期）

前年同四半期 
（平成19年２月期第１四

半期） 

（参考）
平成19年２月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前四半期純利益、税引前四半期純損
失（△）又は当期純利益 

△18,059 212,863 167,655

減価償却費 69,989 55,538 273,167

貸倒引当金の増減額（減少：△） － － 34

賞与引当金の増減額（減少：△） 44,511 36,740 546

ポイントカード引当金の増減額
（減少：△） 

△20,926 6,546 11,182

役員退職慰労引当金の増減額
（減少：△） 

－ 2,411 △176,919

受取利息及び受取配当金 △1,289 △50 △1,661

支払利息 2,566 6,191 18,739

社債利息 46 77 114

固定資産売却益 △227 － －

固定資産除却損 45,910 6,513 31,208

 店舗整理損 9,811 － 12,100

仕入割引 △8,116 △7,494 △39,383

事務代行料 △40,635 △40,513 △139,423

売上債権の増減額（増加：△） △479,820 △593,556 △45,520

たな卸資産の増減額（増加：△） △86,266 △473,875 △251,682

その他流動資産の増減額（増加：△） △9,136 △8,667 △109,732

仕入債務の増減額（減少：△） 158,489 593,537 340,102

未払消費税等の増減額（減少：△） 15,420 △29,600 △30,357

その他流動負債の増減額（減少：△） △16,128 △28,383 36,573

株式交付費 － 8,539 117,275

役員賞与の支払額 － △10,300 △10,300

その他 － － △50

小　計 △333,860 △263,484 203,667

利息及び配当金の受取額 1,228 50 849

利息の支払額 △2,634 △6,315 △18,842

法人税等の支払額 △26,981 △187,459 △259,820

営業活動によるキャッシュ・フロー △362,248 △457,209 △74,145
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当四半期
（平成20年２月期第１四

半期）

前年同四半期 
（平成19年２月期第１四

半期） 

（参考）
平成19年２月期

区分 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　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 △204,031 △93,468 △385,727

有形固定資産の売却による収入 4,264 － －

無形固定資産の取得による支出 △14,872 △18,158 △23,479

貸付金の回収による収入 155 183 2,677

定期預金の純増減額（増加：△） △690 △5 △800,049

保証金の差入による支出 △64,482 △59,376 △359,703

保証金の返還による収入 165,728 4,641 39,930

保険積立金の純増減額（増加：△） － △2,220 150,168

長期前払費用の取得による支出 △2,977 △9,968 △41,737

投資活動によるキャッシュ・フロー △116,906 △178,372 △1,417,921

Ⅲ　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（減少：△） － 300,000 △20,000

長期借入金の返済による支出 △89,493 △131,336 △480,560

社債の償還による支出 △10,000 △10,000 △20,000

株式発行による収入 － 967,460 3,062,434

割賦債務の支払額 － △13,590 △49,269

配当金の支払額 △37,915 － △60,750

財務活動によるキャッシュ・フロー △137,408 1,112,533 2,431,855

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
（又は減少額△）

△616,563 476,951 939,787

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高 1,761,455 821,667 821,667

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 1,144,891 1,298,618 1,761,455
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５．事業の部門別販売実績

　 当第１四半期の販売実績を事業の部門別に示すと、次のとおりであります。

事業の部門別

当四半期 前年同四半期 （参考）

(平成20年２月期第１四半期)  （平成19年２月期第１四半期） 平成19年２月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

婦  人  部  門 1,999,456 1,744,360 7,343,542

紳  士  部  門 190,293 224,434 1,005,343

スニーカー部門 716,014 877,206 3,362,675

そ    の    他 19,229 74,311 432,570

合      　　計 2,924,993 2,920,312 12,144,132

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
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