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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３月１日　～　平成19年11月30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 6,265 － 324 － 280 － 136 －

19年２月期第３四半期 － － － － － － － －

19年２月期 8,793 1.5 748 8.5 702 24.8 359 33.0

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 16,030 92 15,372 25

19年２月期第３四半期 － － － －

19年２月期 44,327 02 － －

(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 4,887 2,462 50.4 270,244 91

19年２月期第３四半期 － － － － －

19年２月期 4,325 1,960 45.3 241,640 09

(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 △47 △251 20 1,151

19年２月期第３四半期 － － － －

19年２月期 280 81 △222 1,429

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

20年２月期第３四半期 － －

19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３月１日　～　平成20年２月29日）

 （％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 8,780 △0.1 480 △35.8 440 △37.3 210 △41.5 23,046 53

－ 1 －



４．その他

(1）四半期財務諸表の作成基準　　　　　　　　　　　　　　：　中間財務諸表作成基準

(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、13ページ「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。

(3）会計監査人の関与　　　　　　　　　　　　　　　　　　：　無

　

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　通期の業績予想に関する事項につきましては、平成20年１月11日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照ください。

　上記の業績予想は、本資料の発表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ます。実際の業績

は、今後様々な要因により予想値と異なる可能性があります。上記業績予想のご利用にあたっては、３ページ「１.

経営成績に関する定性的情報」をご参照ください。
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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（平成19年９月１日～11月30日）の概況は以下の通りです。

 全国的に平年より平均気温が高く推移したこともあり、秋冬商品の販売は苦戦を強いられるなど厳しい経営環境とな

 りました。

 　このような環境の下、当社はロープライス商品の拡充と女性対象商品の充実を図り、また積極出店を推し進め、客数

 増と売上高拡大に努めてまいりました。

 　当第３四半期（平成19年９月１日～11月30日）おける店舗展開は「METHOD」で４店舗、「流儀圧搾」で３店舗の計７

 店舗の出店を行い、退店は１店舗とし、期末店舗数は「METHOD」56店舗、「流儀圧搾」12店舗の合計68店舗となりまし

 た。

 　以上の施策を実施いたしましたが、ニットカットの分野で効果はあったものの、全体としては予定した通りの成果を

 上げることができず、売上・利益ともに計画未達となりました。

 　その結果、第３四半期決算（平成19年3月1日～平成19年11月30日）の売上高は6,265百万円、営業利益は324百万円、

 経常利益は280百万円、四半期純利益は136百万円となりました。

 

２．財政状態に関する定性的情報

①財政状態の状況

　当第３四半期会計期間における当社の資産は48億87百万円、前事業年度末と比較して５億61百万円の増加となりまし

 た。これは主に、売掛金の増加297百万円、商品の増加341百万円、現金及び預金の減少２億78百万円、固定資産の増加

 １億73百万円等によるものです。負債は24億25百万円、前事業年度末と比較して59百万円の増加となりました。これは

 主に、設備支払手形の増加97百万円、買掛金の増加３億57百万円、短期借入金の減少１億円、一年以内償還社債減少２

 億円等によるものです。純資産は24億62百万円、前事業年度末と比較して５億２百万円の増加は株主資本の増加による

 ものです。

 

  ②キャッシュ・フローの状況

 　当第３四半期会計期間における現金同等物（以下「資金」という。）の期末残高は、営業活動により47百万円減少、

 投資活動により２億51百万円減少、財務活動により20百万円の増加となりました。

 　また、当第３四半期会計期間における各キャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりです。

 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）

 　営業活動により減少した資金は47百万円となりました。

 これは主に、税引前第３四半期純利益が２億50百万円に加え、仕入債務３億62百万円の増加による資金の増加、売上債

 権２億97百万円の増加や、たな卸資産３億41百万円増加による資金の減少等によるものです。

 

 （投資活動によるキャッシュ・フロー）

 　投資活動により減少した資金は２億51百万円となりました。

 これは主に、新規出店等のため有形固定資産の取得２億22百万円等によるものです。

 

 （財務活動によるキャッシュ・フロー）

 　財務活動により増加した資金は20百万円となりました。

 これは主に、長期借入による収入３億円、自己株式の売却による収入が３億89百万円、短期借入金の返済による支出１

 億円、社債償還による支出３億円、長期借入金の返済による支出２億44百万円等によるものです。

 

３．業績予想に関する定性的情報

 　当第３四半期（平成１９年９月～平成１９年１１月）の経営環境は、秋から冬にかけて気温の高い日が多かったこと

 や原油、食料品等の生活必需品の値上げ、株価の下落等が消費マインドを冷え込ませ、小売業界にとっては向かい風と

 なりました。また、カジュアル業界全般におけるジーンズの不振は引き続き売上を低迷させる要因となりました。

 　このような環境の下、当社は、ロープライス商品の充実と女性客に対応した商品の開発により、客数・顧客層の拡大

 を目指すとともに既存店舗の改装と積極的な新規出店により売上高の拡大を図ってまいりました。

 　しかしながら、当第３四半期（平成１９年９月～平成１９年１１月）におきましては、ニットカットの分野で効果は

 あったものの、まだ全体として予定したとおりの成果を上げることが出来ておりません。既存店舗につきましては、総

 じて春夏よりも高い水準で推移したものの前年を越えるまでには至らず、また、秋以降の新規出店店舗につきましては

 地域の顧客にあった品揃えが実現できず、苦戦している状況にあります。

 　なかでも新業態である「流儀圧搾店」は、防寒アウターの商品開発と投入が遅れ、特に11月以降の不振は当初の計画
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 から乖離した状況となりました。独自性が強く、オリジナル商品の比率が高い「流儀圧搾」につきましては、早急にＭ

 Ｄの強化と店舗デザインの見直しを図り、事業モデルの確立に向けて取り組みを強化してまいります。

 　経費面におきましては、積極出店・改装を進めた結果、店舗造作のための設備費・什器備品費等のコストが増大いた

 しました。結果として、新規・改装店舗の売上高が予定に届かなかったことが、利益計画に大きく影響しております。

 　また、第３四半期決算（平成１９年３月～平成１９年１１月）において、不採算店舗の減損処理１６百万円を計上し

 たことが、さらに利益を押し下げる要因になっております。

 　以上の理由により、平成２０年２月期の売上高、経常利益、当期純利益は、平成１９年９月２１日発表の予想を下回

 る見通しであり、下方修正を行うものです。

 来期以降につきましては、投資計画の精度を高め、また出店候補地の選定も含めて、より吟味を重ねた店舗戦略を進

 めると共に、利益・コスト構造の改善に取り組んでまいります。

  当期におきまして、不本意な業績予想修正となりましたが、この結果を受け止め、全社一丸となって企業体質の強化を

 図ってまいります。
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
当第３四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）        

Ⅰ　流動資産        

１．現金及び預金  1,151,496   1,429,637   

２．売掛金  570,063   272,671   

３．商品  1,071,151   730,024   

４．繰延税金資産  44,949   46,241   

５．その他  57,890   28,557   

６．貸倒引当金  △84   △250   

流動資産合計   2,895,467 59.2  2,506,881 58.0

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物  968,854   845,377   

減価償却累計額  497,276 471,578  512,548 332,829  

(2）器具及び備品  156,858   147,416   

減価償却累計額  89,987 66,870  81,434 65,982  

(3）建設仮勘定   12,562   7,822  

有形固定資産合計   551,011 11.3  406,634 9.4

２．無形固定資産   10,745 0.2  7,654 0.2

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券  3,600   3,600   

(2）繰延税金資産  126,646   127,614   

(3）敷金及び保証金 ※１ 1,363,397   1,349,308   

(4）その他  22,313   17,518   

(5）貸倒引当金  △85,565   △93,365   

投資その他の資産合計   1,430,392 29.3  1,404,676 32.4

固定資産合計   1,992,149 40.8  1,818,966 42.0

資産合計   4,887,617 100.0  4,325,848 100.0
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当第３四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）        

Ⅰ　流動負債        

１．支払手形  146,786   141,430   

２．買掛金  632,379   275,201   

３．短期借入金  100,000   200,000   

４．一年以内償還社債  100,000   300,000   

５．一年以内返済長期借入金 ※１ 342,564   296,760   

６．未払費用  295,241   208,938   

７．未払法人税等  51,464   121,873   

８．賞与引当金  24,700   48,500   

９．役員賞与引当金  7,500   19,900   

10．ポイントサービス引当金  25,634   14,890   

11．その他  160,825   113,915   

流動負債合計   1,887,095 38.6  1,741,411 40.3

Ⅱ　固定負債        

１．社債  －   100,000   

２．長期借入金 ※１ 505,976   496,600   

３．役員退職慰労引当金  32,074   27,653   

固定負債合計   538,050 11.0  624,253 14.4

負債合計   2,425,145 49.6  2,365,664 54.7
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当第３四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本        

１．資本金   245,000 5.0  245,000 5.7

２．資本剰余金        

(1）資本準備金  145,000   145,000   

(2）その他資本剰余金  270,193   ―   

資本剰余金合計   415,193 8.5  145,000 3.3

３．利益剰余金        

(1）利益準備金  16,756   16,756   

(2）その他利益剰余金        

別途積立金  1,650,000   1,300,000   

繰越利益剰余金  211,805   449,277   

利益剰余金合計   1,878,561 38.5  1,766,034 40.8

４．自己株式   △76,283 △1.6  △195,850 △4.5

株主資本合計   2,462,471 50.4  1,960,184 45.3

純資産合計   2,462,471 50.4  1,960,184 45.3

負債純資産合計   4,887,617 100.0  4,325,848 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
当第３四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   6,265,402 100.0  8,793,852 100.0

Ⅱ　売上原価   3,140,058 50.1  4,448,709 50.6

売上総利益   3,125,343 49.9  4,345,143 49.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※５  2,800,405 44.7  3,597,038 40.9

営業利益   324,938 5.2  748,104 8.5

Ⅳ　営業外収益 ※１  1,282 0.0  744 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  45,499 0.7  46,604 0.5

経常利益   280,722 4.5  702,245 8.0

Ⅵ　特別利益   15,296 0.2  6,166 0.1

Ⅶ　特別損失 ※3・4  45,235 0.7  65,894 0.8

税引前第３四半期（当
期）純利益

  250,783 4.0  642,517 7.3

法人税、住民税及び事
業税

 113,920   266,440   

法人税等調整額  － 113,920 1.8 16,495 282,936 3.2

第３四半期（当期）
純利益

  136,863 2.2  359,580 4.1
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(3）四半期株主資本等変動計算書

当第３四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

株主資本

純資産
合計

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

その他
資本剰
余金

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28日残高
（千円）

245,000 145,000 － 145,000 16,756 1,300,000 449,277 1,766,034 △195,850 1,960,184 1,960,184

第３四半期会計期間中の変
動額

           

剰余金の配当       △24,336 △24,336  △24,336 △24,336

別途積立金の積立て      350,000 △350,000 －  － －

四半期純利益       136,863 136,863  136,863 136,863

自己株式の処分   270,193 270,193     119,567 389,760 389,760

第３四半期会計期間中の変
動額合計（千円）

－ － 270,193 270,193 － 350,000 △237,472 112,527 119,567 502,287 502,287

平成19年11月30日残高
（千円）

245,000 145,000 270,193 415,193 16,756 1,650,000 211,805 1,878,561 △76,283 2,462,471 2,462,471

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

 

 株主資本

 純資産

 合計資本金

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18年２月28日　残高
（千円）

245,000 145,000 145,000 16,756 1,150,000 271,477 1,438,233 △195,850 1,632,383 1,632,383

事業年度中の変動額           

剰余金の配当      △20,280 △20,280  △20,280 △20,280

利益処分による役員賞与      △11,500 △11,500  △11,500 △11,500

別途積立金     150,000 △150,000 －  － －

当期純利益      359,580 359,580  359,580 359,580

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － － － 150,000 177,800 327,800 － 327,800 327,800

平成19年２月28日　残高
（千円）

245,000 145,000 145,000 16,756 1,300,000 449,277 1,766,034 △195,850 1,960,184 1,960,184
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
当第３四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

   

税引前中間（当期）純利
益

 250,783 642,517

減価償却費  96,492 89,314

無形固定資産償却額  1,420 1,392

長期前払費用償却額  5,778 6,904

減損損失  16,948 37,509

貸倒引当金の増減額  △7,966 134

賞与引当金の増減額  △23,800 22,780

役員賞与引当金の増減額  △12,400 19,900

ポイントサービス引当金
の増減額

 10,744 △252

役員退職慰労引当金の増
減額

 4,421 △18,177

受取利息及び受取配当金  △1,126 △536

支払利息  17,171 20,590

社債発行保証料  1,942 3,199

固定資産除却損  19,523 5,543

固定資産売却損  － 1,481

売上債権の増減額  △297,392 △14,702

たな卸資産の増減額  △341,127 △2,638

その他の資産の増減額  △28,741 9,376

仕入債務の増減額  362,533 △5,420

その他の負債の増減額  90,183 △7,553

未払消費税等の増減額  △15,627 △48,985

役員賞与の支払額  － △11,500

小計  149,761 750,877

利息及び配当金の受取額  1,126 536

利息の支払額  △18,470 △19,834

社債発行保証料の支払額  △2,066 △3,202

法人税等の支払額  △177,801 △448,063

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △47,451 280,312
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当第３四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

   

投資有価証券の取得によ
る支出

 － △3,600

有形固定資産の取得によ
る支出

 △222,048 △104,659

無形固定資産の取得によ
る支出

 △4,511 △2,614

有形固定資産の売却によ
る収入

 － 1,000

敷金及び保証金の返還に
よる収入

 92,958 245,810

敷金及び保証金の差入に
よる支出

 △107,119 △46,165

長期前払費用の取得によ
る支出

 △10,573 △8,242

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △251,294 81,528

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  △100,000 △110,000

長期借入れによる収入  300,000 250,000

社債償還による支出  △300,000 ―

長期借入金の返済による
支出 

 △244,820 △342,260

自己株式の売却による収
入

 389,760 ―

配当金の支払額  △24,336 △20,280

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 20,604 △222,540

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減
額

 △278,141 139,301

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 1,429,637 1,290,336

Ⅵ　現金及び現金同等物の第３
四半期末（期末）残高

※１ 1,151,496 1,429,637
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
当第３四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

その他有価証券

時価のないもの

移動平均法による原価法

(1）有価証券

同左

 

 

(2）デリバティブ

時価法によっております。

(2）デリバティブ

同左

(3）たな卸資産

商品

総平均法による原価法

(3）たな卸資産

同左

 

２．固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

　主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。

建物　　　　　　　　　３年～15年

器具及び備品　　　　　３年～８年

(1）有形固定資産

同左

　

 

 

(2）無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込利用可能期間

（５年）に基づく定額法によっておりま

す。

(2）無形固定資産

同左

 

(3）長期前払費用

定額法

(3）長期前払費用

同左

３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備えるため一

般債権については貸倒実績率により貸倒

懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。

(1）貸倒引当金

　同左

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支給

見込額のうち当第３四半期会計期間に負

担すべき金額を計上しております。

(2）賞与引当金

　従業員の賞与支給に備えるため、支給

見込額のうち当期に負担すべき金額を計

上しております。

(3）役員賞与引当金

　役員の賞与支給に備えるため、支給見

込額のうち当第３四半期会計期間に負担

すべき金額を計上しております。

(3）役員賞与引当金

　役員の賞与支給に備えるため、支給見

込額のうち当期に負担すべき金額を計上

しております。

(4）ポイントサービス引当金

　販売促進を目的とするポイントカード

制度に基づき、顧客に付与したポイント

の将来の利用に伴う費用負担に備え、所

要額を計上しております。

(4）ポイントサービス引当金

同左

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、

当社内規に基づく第３四半期末要支給額

を計上しております。

(5）役員退職慰労引当金

　役員の退職慰労金の支出に備えるため、

当社内規に基づく期末要支給額を計上し

ております。
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項目
当第３四半期会計期間

（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

４．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっております。

　同左

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしている場合は、特例処理に

よっております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：金利スワップ

ヘッジ対象：借入金

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

(3）ヘッジ方針

　資金調達における将来の市場金利の変

動にかかるリスクを回避することを目的

としております。従って投機的な取引は

一切行わない方針であります。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例処理の

要件を満たしているため、有効性の評価

を省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

６．四半期キャッシュ・フロー

計算書（キャッシュ・フ

ロー計算書）における資

金の範囲

　手許現金、随時引き出し可能な預金及び

容易に換金可能であり、かつ、価値の変動

について僅少なリスクしか負わない取得日

から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

　同左

７．その他四半期財務諸表（財

務諸表）作成のための基

本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。なお、仮払消

費税等及び仮受消費税等は、相殺して流

動資産のその他に含めて表示しておりま

す。 

(2）法人税、住民税及び事業税の会計処　

理

  当第３四半期会計期間における税金費

用については、簡便法による税効果会計

を適用しているため、法人税等調整額は

「法人税、住民税及び事業税」に含めて

表示しております。

(1）消費税等の会計処理

　消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式によっております。
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四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

当第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 ― （役員賞与に関する会計基準）

　「役員賞与に関する会計基準」（企業会計基準第４号　

平成17年11月29日）が会社法施行日（平成18年５月１日）

以降終了する事業年度から適用されることになったことに

伴い、当事業年度から同会計基準を適用しております。

　これに伴い、販売費及び一般管理費が22,172千円増加し、

営業利益、経常利益、及び税引前当期純利益はそれぞれ

22,172千円減少しております。

― （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第５号　平成17年12月９日）

及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等

の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平成17年12

月９日）を適用しております。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は、1,960,184千

円であります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当事業年度におけ

る貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表

等規則により作成しております。

 （減価償却の方法）

 　当第３四半期会計期間から法人税法の改正に伴い、　

平成19年４月１日以降取得の固定資産については、改正

法人税法に規定する償却方法により、減価償却費を計上

しております。

　なお、この変更に伴う営業利益、経常利益、税引前四

半期純利益に与える影響は軽微であります。

 

―
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(5）注記事項

（四半期貸借対照表関係）

当第３四半期会計期間末
（平成19年11月30日）

前事業年度末
（平成19年２月28日）

※１．担保提供資産及び担保付債務 ※１．担保提供資産及び担保付債務

(1）担保に供している資産 (1）担保に供している資産

敷金及び保証金 100,088千円 敷金及び保証金 283,710千円

(2）対応する債務 (2）対応する債務

一年以内返済長期借入金 15,560千円

長期借入金 57,826千円

一年以内返済長期借入金 72,760千円

長期借入金 72,446千円
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（四半期損益計算書関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１．営業外収益の主なもの ※１．営業外収益の主なもの

受取利息 1,106千円 受取利息 506千円

※２．営業外費用の主なもの ※２．営業外費用の主なもの

支払利息 15,466千円

社債利息 1,704千円

社債発行保証料 1,942千円

上場関係費用 26,078千円

支払利息 17,848千円

社債利息 2,742千円

社債発行保証料 3,199千円

上場関係費用 21,983千円

※３．特別損失の主なもの ※３．特別損失の主なもの

固定資産除却損 21,509千円

減損損失 16,948千円

固定資産除却損 14,951千円

減損損失 37,509千円

※４．減損損失の内容は次のとおりであります。当第３四

半期会計期間において、次の資産グループについて

減損損失を計上しております。

※４．減損損失の内容は次のとおりであります。当期にお

いて、次の資産グループについて減損損失を計上し

ております。

場所 用途

減損損失（千円）

建物
器具及び備
品

計

東京都 営業用店舗 12 － 12

京都府 〃 5,841 521 6,363

福岡県 〃 9,953 619 10,573

計  15,806 1,141 16,948

場所 用途

減損損失（千円）

建物
器具及び備
品

計

東京都 営業用店舗 300 139 439

埼玉県 〃 9,383 673 10,056

千葉県 〃 1,392 153 1,546

大阪府 〃 10,997 1,029 12,026

広島県 〃 4,863 411 5,274

香川県 〃 2,055 28 2,084

福岡県 〃 4,426 1,654 6,081

計  33,420 4,089 37,509

当社は、各営業用店舗を独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す最小の単位とし、本社設備を共用資

産としてグルーピングしております。

上記各資産グループにおいて、店舗損益の継続的な

悪化が生じており、または店舗の使用方法の変更に

より、各資産グループの帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失（16,948千円）と

して特別損失に計上しました。

なお、各資産グループの回収可能価額は使用価値に

より測定しており、将来キャッシュ・フローを

9.7％で割り引いて算定しております。

当社は、各営業用店舗を独立したキャッシュ・フ

ローを生み出す最小の単位とし、本社設備を共用資

産としてグルーピングしております。

上記各資産グループにおいて、店舗損益の継続的な

悪化が生じており、または店舗の使用方法の変更に

より、各資産グループの帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失（37,509千円）と

して特別損失に計上しました。

なお、各資産グループの回収可能価額は使用価値に

より測定しており、将来キャッシュ・フローを7.3

～8.4％で割り引いて算定しております。

※５．減価償却実施額 ※５．減価償却実施額

有形固定資産 96,492千円

無形固定資産 1,420千円

有形固定資産 89,314千円

無形固定資産 1,392千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

当第３四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
（株）

当第３四半期会計期
間増加株式数

（株）

当第３四半期会計期
間減少株式数

（株）

当第３四半期会計期
間末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 9,750 － － 9,750

合計 9,750 － － 9,750

自己株式

普通株式 1,638 － 1,000 638

合計 1,638 － 1,000 638

（注）自己株式の普通株式の株式数の減少1,000株は、売却による減少であります。

 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

 　　　　 該当事項はありません。　

 

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月23日

定時株主総会
普通株式 24,336 3,000 平成19年２月28日 平成19年５月24日

(2）基準日が当第３四半期会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が第３四半期会計期間末後となるも

の

 　　　　　 該当事項はありません。
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前事業年度（自　平成18年３月１日　至　平成19年２月28日）

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（株）
当事業年度増加株式
数（株）

当事業年度減少株式
数（株）

当事業年度末株式数
（株）

発行済株式     

普通株式（注）１ 3,250 6,500 ― 9,750

合計 3,250 6,500 ― 9,750

自己株式     

普通株式（注）２ 546 1,092 ― 1,638

合計 546 1,092 ― 1,638

　（注）１．普通株式の発行済株式総数の増加6,500株は、株式分割による増加であります。

２．普通株式の自己株式の株式数の増加1,092株は、株式分割による増加であります。

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

(1）配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年５月24日

定時総会決議
普通株式 20,280 7,500 平成18年２月28日 平成18年５月25日

(2）基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの

決議 株式の種類
配当金の総
額（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年５月23日

定時総会決議
普通株式 24,336 利益剰余金 3,000 平成19年２月28日 平成19年５月24日
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

※１．現金及び現金同等物の第３四半期末残高と四半期貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

※１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記

されている科目の金額との関係

（平成19年11月30日現在） （平成19年２月28日現在）

現金及び預金勘定 1,151,496千円

現金及び現金同等物 1,151,496千円

現金及び預金勘定 1,429,637千円

現金及び現金同等物 1,429,637千円
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（リース取引関係）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以

外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び第３四半期末残高相当額

１．リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

器具及び備品 90,812 45,789 45,023

ソフトウェア 22,797 7,239 15,558

合計 113,610 53,029 60,581

 
取得価額
相当額
（千円）

減価償却
累計額相
当額
（千円）

期末残高
相当額
（千円）

器具及び備品 80,676 29,937 50,739

ソフトウェア 22,090 6,522 15,567

合計 102,766 36,460 66,306

２．未経過リース料第３四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 22,458千円

１年超 39,416千円

合計 61,874千円

１年内 20,050千円

１年超 47,249千円

合計 67,299千円

３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額 ３．支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相当額

支払リース料 17,863千円

減価償却費相当額 17,064千円

支払利息相当額 981千円

支払リース料 21,339千円

減価償却費相当額 20,396千円

支払利息相当額 1,359千円

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

４．減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

５．利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。
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（有価証券関係）

当第３四半期会計期間末（平成19年11月30日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 四半期貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 3,600

前事業年度（平成19年２月28日現在）

時価評価されていない主な有価証券の内容

 貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

 非上場株式 3,600
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（デリバティブ取引関係）

当第３四半期会計期間末（平成19年11月30日現在）

　　該当事項はありません。

　

前事業年度（平成19年２月28日現在）

　　該当事項はありません。
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（ストック・オプション等関係）

当第３四半期会計期間（自　平成19年３月１日　至　平成19年11月30日）

　　該当事項はありません。

 

前事業年度（平成19年２月28日現在）

　　該当事項はありません。

 

㈱シーズメン（3083）平成 20 年２月期　第３四半期財務・業績の概況

－ 23 －



（持分法損益等）

 

当第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

 　関連会社に対する投資額並びに持分法を適用した場合の

 投資額及び投資損益は関連会社がないため記載しておりま

 せん。

 　同左
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（１株当たり情報）

当第３四半期会計期間
（自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日）

前事業年度
（自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日）

１株当たり純資産額 270,244円91銭

１株当たり四半期純利益金額 16,030円92銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額
15,372円25円

１株当たり純資産額 241,640円09銭

１株当たり当期純利益金額 44,327円02銭

 

 

 

  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場

であり、期中平均株価が把握できませんので記載しており

ません。

　当社は、平成18年９月12日をもって普通株式１株を３株

に分割しております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における１株当たり情報については以下のと

おりとなります。

１株当たり純資産額　　　　　　　　　　199,813円06銭

１株当たり当期純利益金額　　　　　　   31,901円38銭

　 なお、在株式調整後１株当たり当期純利益金額について

は、新株予約権の残高はありますが、当社株式は非上場で

あり、期中平均株価が把握できませんので、記載しており

ません。

 

　（注）　１株当たり四半期（当期）純利益金額及び潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額の算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

 

 
当第３四半期会計期間
(自　平成19年３月１日
至　平成19年11月30日)

前事業年度
(自　平成18年３月１日
至　平成19年２月28日)

１株当たり四半期（当期）純利益

金額
  

四半期（当期）純利益（千円） 136,863 359,580

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ －

普通株式に係る四半期（当期）

純利益（千円）
136,863 359,580

期中平均株式数（株） 8,537 8,112

普通株式増加数（株） 366 －

 （うち新株予約権（株）） 366 －

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり四半期（当

期）純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

 ―

 

 

 新株予約権２種類

 新株予約権の数275個

 （目的となる株式の数825株）
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（重要な後発事象）

 　　　 該当事項はありません。

 

 

(6）販売実績

 　商品別及び地区別の売上高は次のとおりであります。

 

 　　　〔商品別売上高〕

 商　品　別

第３四半期会計期間 

（自　平成19年３月１日 

　　至　平成19年11月30日） 

前事業年度 

（自　平成18年３月１日 

　　至　平成19年２月28日） 

 金額（千円） 
構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％） 

 シ　ャ　ツ 581,492 9.3 798,270 9.1

 ニット（セーター・トレーナー等） 1,904,190 30.4 2,278,360 25.9

 ボ　ト　ム　ス 1,436,843 22.9 1,965,442 22.3

 ブ　ル　ゾ　ン 1,285,033 20.5 2,283,694 26.0

 小　物・雑　貨 873,535 14.0 1,161,486 13.2

 そ　の　他 184,308 2.9 306,598 3.5

 合　　計 6,265,402 100.0 8,793,852 100.0

 (注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

 　　　〔地区別売上高〕

地　区　別

第３四半期会計期間 

（自　平成19年３月１日 

　　至　平成19年11月30日） 

前事業年度 

（自　平成18年３月１日 

　　至　平成19年２月28日） 

 金額（千円） 
構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％） 

 北　海　道 326,552 5.2 517,827 5.9

 関　東 2,509,758 40.1 3,429,535 39.0

 中　部 907,450 14.4 952,056 10.8

 近　畿 1,497,317 23.9 2,369,282 26.9

 中　国・四　国 361,815 5.8 535,409 6.1

 九　州 662,507 10.6 989,740 11.3

 合　　計 6,265,402 100.0 8,793,852 100.0

 (注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

 

 

㈱シーズメン（3083）平成 20 年２月期　第３四半期財務・業績の概況

－ 26 －


