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（百万円未満切捨て）

１．平成20年２月期第３四半期の業績（平成19年２月21日　～　平成19年11月20日）

(1）経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年２月期第３四半期 8,256 △10.0 △38 － 12 △95.8 △231 －

19年２月期第３四半期 9,175 － 304 － 302 － 138 －

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３四半期 △30 55 － －

19年２月期第３四半期 18 22 － －

19年２月期 6 34 － －

(2）財政状態  

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３四半期 6,954 4,165 59.9 549 34

19年２月期第３四半期 8,624 4,540 52.6 598 72

19年２月期 7,747 4,439 57.3 585 45

(3）キャッシュ・フローの状況  

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３四半期 △170 202 △310 1,483

19年２月期第３四半期 △49 △1,421 2,662 2,013

19年２月期 △74 △1,417 2,431 1,761
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２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第３四半期末

 円 銭

19年２月期第３四半期 － －

20年２月期第３四半期 － －

３．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）　【参考】

 （％表示は対前期増減率）

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 11,540 △5.0 △70 － 10 △95.9 △250 － △31 83

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　：　有

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　：　有

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん

でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の４ページを参照して下さい。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．経営成績に関する定性的情報

　当第３四半期におけるわが国の経済は、堅調な企業業績を背景に設備投資の増加や雇用環境の改善など、景気は緩

やかな改善傾向にありましたが、一方、個人消費は、原油価格高騰等による物価上昇懸念により回復の実感は乏しい

状況で推移いたしました。

当業界におきましては、大型ショッピングセンターの相次ぐ新設、業界内の出店競争激化、天候不順、ファッショ

ントレンドの変化など厳しい状況で推移し、その政策の優劣により企業収益に格差が出てきております。

　このような状況の中で、当社は①収益（売上総利益）の増強のための商品部機能の強化、特に婦人部門の強化、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。

　当第３四半期の売上高は8,256,675千円（前年同期比10.0％減）、営業損失38,105千円（前年同期は304,124千円の

利益）、経常利益12,604千円（前年同期比95.8％減）、四半期純損失231,675千円（前年同期は138,222千円の利益）

となりました。

なお、経営分析につきましては以下のとおりであります。

①　売上高

当第３四半期におきましては、東北地域に１店舗、関東地域に８店舗、近畿地域に１店舗、中部・東海地域で１

店舗の計11店舗の新規出店があった一方で、北海道地域で２店舗、北陸・甲信越で１店舗、中部・東海地域で１店

舗、近畿地域で３店舗の計７店舗を閉鎖したことにより、当第３四半期末で107店舗となりました。また、前事業年

度に出店した16店舗が９ヶ月間稼動いたしました。しかしながら、天候不順による売上不振等があった結果、当第

３四半期の売上高は前第３四半期と比べ918,764千円減少し、8,256,675千円（前年同期比10.0％減）となりました。

事業部門別にみますと、婦人部門では、秋冬商品の立ち上がり時期に気温が高く苦戦しましたが、当期に出店し

た店舗及び前事業年度に出店した店舗が９ヶ月間稼動した結果、売上高は前第３四半期と比べ405,527千円増加し、

5,955,954千円（前年同期比7.3％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下落の影響により、売上高

は前第３四半期と比べ227,032千円減少し、500,466千円（前年同期比31.2％減）となりました。

スニーカー部門では、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下落の影響により、

売上高は前第３四半期と比べ756,498千円減少し、1,774,720千円（前年同期比29.9％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25,533千円（前年同期比93.0％

減）となりました。

②　営業損失

　当第３四半期の販売費及び一般管理費は、新規出店に伴う賃借料及び減価償却費の増加がありましたが、物流経

費を売上原価に算入したこと、販売促進費等の効果的使用による直接販売費の減少により、前第３四半期と比べ

83,452千円減少し、3,578,974千円（前年同期比2.3％減）となり、販売費及び一般管理費の対売上高比率は、

43.4％となりました。

　以上の結果、当第３四半期の営業損失は、38,105千円（前年同期は304,124千円の利益）となりました。

③　経常利益

　当第３四半期の営業外収益は、配送代行料の一部を売上原価に算入したことに伴い、事務代行料の減少等の影響

により、前第３四半期と比較して90,762千円減少し、57,457千円（前年同期比61.2％減）となりました。

また、営業外費用は、前事業年度に発生していた株式会社ジャスダック証券取引所上場に係る株式公開費用及び

増資に伴う株式交付費用が減少したこと、借入金減少に伴い支払利息が減少したこと等により、前第３四半期と比

較して142,998千円減少し、6,747千円（前年同期比95.5％減）となりました。

以上の結果、経常利益は、前第３四半期と比較して289,994千円減少し、12,604千円（前年同期比95.8％減）とな

りました。

④　中間純損失

　当第３四半期の四半期純損失は、ポイントカード制度廃止による引当金の取崩額20,926千円、減損損失98,012千

円、退店による固定資産除却損、退店による原状回復費用及び本社移転費用等216,083千円、当第３四半期の税金費

用（法人税、住民税及び事業税と法人税等調整額の合計額）△40,183千円により、231,675千円（前年同期は138,222

千円の利益）となりました。
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２．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

当第３四半期末における総資産は、現金及び預金の減少、有形固定資産の減少等により、前事業年度末に比べて

792,203千円減少の6,954,981千円となりました。

②　キャッシュ・フローの状況

当第３四半期末においての現金及び現金同等物は、前事業年度末に比べ278,086千円減少し、1,483,368千円とな

りました。当第３四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３四半期において、営業活動の結果使用した資金は170,395千円となりました。

これは主に、税引前四半期純損失、減価償却費及び法人税等の還付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３四半期において投資活動で得られた資金は、202,803千円となりました。

これは主に、退店に伴う保証金の返還による収入276,068千円があったこと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３四半期において財務活動の結果使用した資金は310,495千円となりました。

これは主に、借入金の返済による支出252,376千円があったことによるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

平成20年２月期の業績予想については、平成19年９月20日発表の「平成20年２月期　中間決算短信（非連結）」の

数値より変更はありません。

なお、同業他社との競争の激化は続いており、厳しい収益環境となることが予想されますが、収益（売上総利益）

の増強のための商品部機能の強化、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、人材の活性化に努めて

まいります。通期の見通しにつきましては、売上高は11,540百万円、営業損失70百万円、経常利益10百万円、当期純

損失250百万円を見込んでおります。

４．その他

(1）会計処理の方法における簡便な方法の採用

法人税等の計上基準に簡便的な方法を採用しております。

(2）最近事業年度からの会計処理の方法の変更

当事業年度より、従来、販売費及び一般管理費に計上していた配送費等を売上原価として処理する方法に変更して

おります。また、営業外収益に計上していた事務代行料の一部を売上原価から控除する方法に変更しております。

これは、平成19年８月より物流倉庫を外部移管したことに伴い、物流経費が今後継続的に増加する傾向にあり、ま

た、仕入先が負担する事務代行料は物流経費の実費相当となるため、物流経費と事務代行料を相殺して売上原価とし

て処理する方が売上との対応関係が明確になり、より実態を反映すると判断したためであります。

これにより売上総利益は56,591千円減少し、営業利益は109,158千円、経常利益は12,715千円増加し、中間純損失は

12,715千円減少しております。
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５．四半期財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

科目

前年同四半期
（平成19年２月期第３

四半期末）

当四半期
（平成20年２月期第３

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 2,958,239  1,969,097    2,706,123  

2.売掛金 614,978  550,911    371,995  

3.たな卸資産 1,430,963  1,203,936    1,142,555  

4.繰延税金資産 42,725  114,154    52,617  

5.その他 77,657  248,067    344,929  

流動資産合計 5,124,564 59.4 4,086,166 58.8 △1,038,398 △20.3 4,618,222 59.6

Ⅱ　固定資産         

1.有形固定資産         

　(1)建物 336,296  226,911    335,748  

  (2)工具、器具及び
備品

497,572  357,738    516,106  

  (3)その他 42,964  34,647    41,706  

  有形固定資産合計 876,834 10.2 619,297 8.9 △257,536 △29.4 893,561 11.5

2.無形固定資産 50,802 0.6 48,802 0.7 △2,000 △3.9 45,555 0.6

3.投資その他の資産         

　　　(1)差入保証金 2,267,942  2,103,584    2,108,095  

      (2)繰延税金資産 73,689  25,307    －  

  (3)その他 257,851  99,120    109,041  

 　　貸倒引当金 △27,257  △27,297    △27,291  

投資その他の資産合計 2,572,226 29.8 2,200,715 31.6 △371,510 △14.4 2,189,845 28.3

固定資産合計 3,499,862 40.6 2,868,815 41.2 △631,047 △18.0 3,128,962 40.4

資産合計 8,624,427 100.0 6,954,981 100.0 △1,669,445 △19.4 7,747,184 100.0
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科目

前年同四半期
（平成19年２月期第３

四半期末）

当四半期
（平成20年２月期第３

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 1,784,557  427,955    1,686,071  

 2.買掛金 584,221  1,390,681    291,358  

 3.短期借入金 120,000  －    －  

 4.１年内返済予定長期
借入金 

352,020  236,832    322,054  

 5.１年内償還予定社債 20,000  10,000    20,000  

 6.未払金 275,063  262,998    254,728  

 7.未払法人税等 －  55,841    －  

 8.未払消費税等 －  20,436    －  

 9.賞与引当金 52,271  52,744    2,710  

10.ポイントカード引
当金 

16,670  －    20,926  

11.その他 259,817  140,451    338,084  

流動負債合計 3,464,622 40.2 2,597,940 37.4 △866,682 △25.0 2,935,933 37.9

Ⅱ　固定負債         

 1.社債 10,000  －    10,000  

 2.長期借入金 424,992  188,160    355,314  

 3.役員退職慰労引当
金

184,153  －    －  

 4.その他 527  3,452    6,402  

固定負債合計 619,672 7.2 191,612 2.7 △428,060 △69.1 371,716 4.8

負債合計 4,084,295 47.4 2,789,552 40.1 △1,294,742 △31.7 3,307,650 42.7
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科目

前年同四半期
（平成19年２月期第３

四半期末）

当四半期
（平成20年２月期第３

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 19.3 1,661,855 23.9 － － 1,661,855 21.5

  2. 資本剰余金　         

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

     資本剰余金合計 1,664,855 19.3 1,664,855 23.9 － － 1,664,855 21.5

  3. 利益剰余金         

    (1)利益準備金　 21,750  21,750    21,750  

    (2)その他利益剰余
   金 

        

       別途積立金 960,000  960,000    960,000  

       繰越利益剰余金 223,064  △147,871    121,719  

 　  利益剰余金合計 1,204,814 13.9 833,878 12.0 △370,935 △30.8 1,103,469 14.2

  4. 自己株式 － － △204 △0.0 △204 － － －

   株主資本合計 4,531,524 52.5 4,160,384 59.8 △371,139 △8.2 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 

8,608  5,044  △3,563 △41.4 9,355  

  　評価・換算差額等合
計

8,608 0.1 5,044 0.1 △3,563 △41.4 9,355 0.1

 　 純資産合計 4,540,132 52.6 4,165,429 59.9 △374,703 △8.3 4,439,534 57.3

 　 負債・純資産合計　 8,624,427 100.0 6,954,981 100.0 △1,669,445 △19.4 7,747,184 100.0
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(2）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年２月期第３

四半期）

当四半期
（平成20年２月期第３

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 9,175,439 100.0 8,256,675 100.0 △918,764 △10.0 12,144,132 100.0

Ⅱ　売上原価 5,208,888 56.8 4,715,806 57.1 △493,082 △9.5 7,009,197 57.7

売上総利益 3,966,551 43.2 3,540,869 42.9 △425,682 △10.7 5,134,934 42.3

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,662,426 39.9 3,578,974 43.4 △83,452 △2.3 4,927,753 40.6

営業利益又は営業損失
（△）

304,124 3.3 △38,105 △0.5 △342,230 － 207,180 1.7

Ⅳ　営業外収益 148,219 1.6 57,457 0.7 △90,762 △61.2 195,368 1.6

Ⅴ　営業外費用 149,746 1.6 6,747 0.1 △142,998 △95.5 153,052 1.2

経常利益 302,598 3.3 12,604 0.1 △289,994 △95.8 249,496 2.1

Ⅵ　特別利益 － － 29,633 0.4 29,633 － 13,664 0.1

Ⅶ　特別損失 18,754 0.2 314,096 3.8 295,342 － 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

283,843 3.1 △271,858 △3.3 △555,702 － 167,655 1.4

法人税等 145,620 1.6 △40,183 △0.5 △185,804 － 130,778 1.1

四半期純利益、四半期純損
失（△）又は当期純利益

138,222 1.5 △231,675 △2.8 △369,897 － 36,877 0.3
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(3）（要約）四半期株主資本等変動計算書

前年同四半期（自平成18年２月21日　至平成18年11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

当四半期中の変動額

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

四半期純利益（千円）      138,222 138,222 138,222

株主資本以外の項目の当四半
期中の変動額（純額）
（千円）

        

当四半期中の変動額合計
（千円）

1,526,855 1,652,855 1,652,855 － 250,000 △182,827 67,172 3,246,882

平成18年11月20日　残高
（千円）

1,661,855 1,664,855 1,664,855 21,750 960,000 223,064 1,204,814 4,531,524

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

当四半期中の変動額

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

四半期純利益（千円）   138,222

株主資本以外の項目の当四半
期中の変動額（純額）
（千円）

△1,672 △1,672 △1,672

当四半期中の変動額合計
（千円）

△1,672 △1,672 3,245,209

平成18年11月20日　残高
（千円）

8,608 8,608 4,540,132
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当四半期（自平成19年２月21日　至平成19年11月20日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式 
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

当四半期中の変動額

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

四半期純損失(△）（千
円）

     △231,675 △231,675  △231,675

自己株式の取得（千円）        △204 △204

株主資本以外の項目の当
四半期中の変動額（純
額）
（千円）

         

当四半期中の変動額合計
（千円）

－ － － － － △269,590 △269,590 △204 △269,794

平成19年11月20日　残高
（千円）

1,661,855 1,664,855 1,664,855 21,750 960,000 △147,871 833,878 △204 4,160,384

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

当四半期中の変動額

剰余金の配当（千円）   △37,915

四半期純損失(△）（千
円）

  △231,675

自己株式の取得（千円）   △204

株主資本以外の項目の当
四半期中の変動額（純
額）（千円）

△4,310 △4,310 △4,310

当四半期中の変動額合計
（千円）

△4,310 △4,310 △274,105

平成19年11月20日　残高
（千円）

5,044 5,044 4,165,429
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（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

前年同四半期 
（平成19年２月期第３四

半期） 

当四半期
（平成20年２月期第３四

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 

283,843 △271,858 167,655

減価償却費 189,824 202,936 273,167

減損損失 － 98,012 －

貸倒引当金の増減額（減少：△） － 6 34

賞与引当金の増減額（減少：△） 50,107 50,033 546

ポイントカード引当金の増減額
（減少：△） 

6,926 △20,926 11,182

役員退職慰労引当金の増減額
（減少：△） 

7,233 － △176,919

受取利息及び受取配当金 △700 △3,982 △1,661

支払利息 15,472 6,529 18,739

社債利息 127 127 114

固定資産売却益 － △227 －

固定資産除却損 12,701 109,732 31,208

 店舗整理損 4,600 60,200 12,100

 固定資産売却損 － 15 －

仕入割引 △29,280 △17,503 △39,383

事務代行料 △107,288 △116,504 △139,423

売上債権の増減額（増加：△） △288,502 △178,915 △45,520

たな卸資産の増減額（増加：△） △540,091 △65,383 △251,682

その他流動資産の増減額（増加：△） △47,324 △36,613 △109,732

仕入債務の増減額（減少：△） 687,042 △33,029 340,102

未払消費税等の増減額（減少：△） △30,357 20,436 △30,357

その他流動負債の増減額（減少：△） △15,019 △75,821 36,573

株式交付費 117,275 － 117,275

役員賞与の支払額 △10,300 － △10,300

その他 － － △50

小　計 306,290 △273,734 203,667

利息及び配当金の受取額 422 3,797 849

利息の支払額 △15,749 △6,654 △18,842

法人税等の還付額 － 135,161 －

法人税等の支払額 △340,409 △29,963 △259,820

営業活動によるキャッシュ・フロー △49,446 △170,395 △74,145
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前年同四半期 
（平成19年２月期第３四

半期） 

当四半期
（平成20年２月期第３四

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 △296,203 △333,779 △385,727

有形固定資産の売却による収入 － 4,299 －

無形固定資産の取得による支出 △22,795 △19,754 △23,479

貸付金の回収による収入 2,522 469 2,677

定期預金の純増減額（増加：△） △800,029 458,939 △800,049

保証金の差入による支出 △354,561 △157,406 △359,703

保証金の返還による収入 84,553 276,068 39,930

保険積立金の純増減額（増加：△） △6,662 － 150,168

長期前払費用の取得による支出 △28,151 △26,032 △41,737

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,421,328 202,803 △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：△） 100,000 － △20,000

長期借入金の返済による支出 △380,916 △252,376 △480,560

社債の償還による支出 △20,000 △20,000 △20,000

株式発行による収入 3,062,434 － 3,062,434

自己株式の取得による支出 － △204 －

割賦債務の支払額 △38,068 － △49,269

配当金の支払額 △60,750 △37,915 △60,750

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,662,699 △310,495 2,431,855

Ⅳ　現金及び現金同等物の増加額
（又は減少額△）

1,191,924 △278,086 939,787

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

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 2,013,591 1,483,368 1,761,455
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(5）事業の部門別販売実績

　 当第３四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

前年同四半期 当四半期 （参考）

 （平成19年２月期第３四半期） (平成20年２月期第３四半期) 平成19年２月期

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

婦  人  部  門 5,550,427 5,955,954 7,343,542

紳  士  部  門 727,499 500,466 1,005,343

スニーカー部門 2,531,219 1,774,720 3,362,675

そ    の    他 366,294 25,533 432,570

合      　　計 9,175,439 8,256,675 12,144,132

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 （注）２．前期まで婦人の特価商品をその他部門に含めていましたが、当期より婦人部門に含めて記載しております。
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