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（百万円未満切捨て）

１．平成21年２月期第１四半期の業績（平成20年３月１日　～　平成20年５月31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 ％

21年２月期第１四半期 2,085 － 103 － 98 － 50 －

20年２月期第１四半期 － － － － － － － －

20年２月期 8,795 0.0 510 △31.7 462 △34.2 226 △36.9

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

21年２月期第１四半期 5,506 72 5,487 11

20年２月期第１四半期 － － － －

20年２月期 26,126 27 25,265 25

(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

21年２月期第１四半期 4,542 2,533 55.8 277,095 52

20年２月期第１四半期 － － － － －

20年２月期 4,473 2,556 57.1 279,588 80

(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

21年２月期第１四半期 △80 △43 △150 1,059

20年２月期第１四半期 － － － －

20年２月期 306 △348 △52 1,334

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末

 円 銭

21年２月期第１四半期 － －

20年２月期第１四半期 － －

３．平成21年２月期の業績予想（平成20年３月１日　～　平成21年２月28日）

 （％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

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

中間期 4,266 3.6 141 △34.1 131 △25.5 59 △26.7 6,512 80

通期 9,236 5.0 540 5.8 522 13.1 258 14.0 28,271 06
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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　　　　：　無

(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

　業績予想につきましては、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。
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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１四半期（平成20年３月１日～平成20年５月31日）におけるわが国経済は、米国景気の失速や原油、原材料の高

 騰などにより企業の経営環境は悪化し、これまでけん引役であった設備投資が横ばいになるなど、景気は減速傾向とな

 りました。小売業界におきましては、ガソリン価格の高騰や相次ぐ食料品など生活必需品の値上げによる消費者の防衛　

 意識の高まりから購買意欲は低下し、非常に厳しい状況で推移いたしました。　

　 このような状況の下、当社は、トップスの強化とボトムスの品揃えの見直しによって客数増加策を推進し、商品投入

 におきましては適量発注と適量配分の徹底と主要仕入先との情報共有による計画的商品投入を進めることにより利益率　

 の改善に努めました。また「流儀圧搾」の商品構成を見直し、ブランドコンセプトの再構築に取り組み、販売面におき　

 ましては販売マネージャー職を新設、店舗オペレーションの改善を図りました。店舗展開につきましては出店政策を見

 直し、実績のある既存商業施設に重点を置いた効率的な出店を方針とし、「METHOD」で２店舗、「流儀圧搾」で２店舗　

 の計４店舗を出店するとともに、効率化を図るため「METHOD」１店舗を閉店いたしました。その結果、第１四半期末の　

 店舗数は「METHOD」51店舗、「流儀圧搾」14店舗、「METHOD　COMFORT」４店舗の合計69店舗となりました。　

　 これらの施策を実施してまいりましたが、消費マインドの低下や天候不順などが重なる厳しい経営環境の影響もあり

 当第１四半期の売上高は20億85百万円、営業利益は１億３百万円、経常利益は98百万円、第１四半期純利益は50百万円

 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１四半期会計期間における当社の資産は45億42百万円、前事業年度末と比較して69百万円の増加となりました。

 これは主に商品の増加１億11百万円等によるものであります。負債は20億９百万円、前事業年度末と比較して91百万円

 の増加となりました。これは主に買掛金の増加１億38百万円等によるものであります。純資産は25億33百万円、前事業

 年度末と比較して22百万円の減少となりました。

 

  ②キャッシュ・フローの状況

　 当第１四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80百万円減少、

 投資活動により43百万円減少、財務活動により１億50百万円減少し、当第１四半期会計期間における期末残高は10億59　

 百万円となり、前事業年度末と比較して２億75百万円の減少となりました。

　 また、当第１四半期会計期間におけるキャッシュ・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、減少した資金は80百万円となりました。

 これは主に、税引前第１四半期純利益92百万円に加え、仕入債務１億64百万円増加による資金の増加、売上債権２億12　

 百万円増加や、たな卸資産１億11百万円増加による資金の減少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）

　 投資活動の結果、減少した資金は43百万円となりました。

 これは主に、有形固定資産の取得30百万円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）

　 財務活動の結果、減少した資金は１億50百万円となりました。

 これは主に、長期借入金の返済による支出１億５百万円、配当金の支払額45百万円等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21年２月期の業績予想につきましては、平成20年４月10日公表の業績予想に変更はございません。
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４．四半期財務諸表

(1）四半期貸借対照表

  
当第１四半期会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29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  1,059,194   1,334,207   

２．売掛金  500,532   287,566   

３．商品  957,196   845,428   

４．繰延税金資産  48,680   48,680   

５．その他  68,519   37,867   

６．貸倒引当金  △90   △127   

流動資産合計   2,634,034 58.0  2,553,623 57.1

Ⅱ　固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物  989,113   957,850   

減価償却累計額  526,944 462,169  506,357 451,492  

(2）器具及び備品  166,570   162,732   

減価償却累計額  104,967 61,602  98,676 64,055  

(3）建設仮勘定   －   3,356  

有形固定資産合計   523,772 11.5  518,903 11.6

２．無形固定資産   24,028 0.5  25,319 0.5

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  117,365   117,365   

(3）敷金及び保証金 ※１ 1,301,287   1,318,732   

(4）その他  23,664   21,172   

(5）貸倒引当金  △85,045   △85,045   

投資その他の資産合計   1,360,872 30.0  1,375,826 30.8

固定資産合計   1,908,673 42.0  1,920,049 42.9

資産合計   4,542,707 100.0  4,473,673 100.0
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当第１四半期会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29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  145,905   119,435   

２．買掛金  449,309   311,079   

３．短期借入金  100,000   100,000   

４．一年以内返済長期借入金 ※１ 353,300   330,614   

５．未払費用  289,221   228,653   

６．未払法人税等  46,133   119,102   

７．賞与引当金  26,800   51,200   

８．役員賞与引当金  2,600   13,000   

９．ポイントサービス引当金  24,516   17,018   

10．その他  123,558   152,955   

流動負債合計   1,561,343 34.4  1,443,058 32.3

Ⅱ　固定負債        

１．長期借入金 ※１ 412,658   440,985   

２．役員退職慰労引当金  35,498   33,629   

固定負債合計   448,156 9.8  474,614 10.6

負債合計   2,009,499 44.2  1,917,672 42.9
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当第１四半期会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成20年２月29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 5.4  245,000 5.5

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   270,193   

資本剰余金合計   415,193 9.1  415,193 9.2

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  1,790,000   1,650,000   

繰越利益剰余金  138,953   301,747   

利益剰余金合計   1,945,710 42.9  1,968,503 44.0

４．自己株式   △72,696 △1.6  △72,696 △1.6

株主資本合計   2,533,207 55.8  2,556,000 57.1

純資産合計   2,533,207 55.8  2,556,000 57.1

負債純資産合計   4,542,707 100.0  4,473,673 100.0
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(2）四半期損益計算書

  
当第１四半期会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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   2,085,292 100.0  8,795,487 100.0

Ⅱ　売上原価   1,029,238 49.4  4,444,719 50.5

売上総利益   1,056,054 50.6  4,350,768 49.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※５  952,206 45.6  3,839,844 43.7

営業利益   103,847 5.0  510,923 5.8

Ⅳ　営業外収益 ※１  158 0.0  2,889 0.0

Ⅴ　営業外費用 ※２  5,281 0.3  51,558 0.5

経常利益   98,724 4.7  462,254 5.3

Ⅵ　特別利益   3,585 0.2  16,073 0.2

Ⅶ　特別損失 ※3・4  10,090 0.5  67,790 0.8

税引前第１四半期（当
期）純利益

  92,220 4.4  410,537 4.7

税金費用   41,877 2.0  183,732 2.1

第１四半期（当期）
純利益

  50,342 2.4  226,805 2.6
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(3）四半期株主資本等変動計算書

当第１四半期会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年５月31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20年２月29日残高
（千円）

245,000 145,000 270,193 415,193 16,756 1,650,000 301,747 1,968,503 △72,696 2,556,000 2,556,000

第１四半期会計期間中の変
動額

           

剰余金の配当       △73,136 △73,136  △73,136 △73,136

別途積立金の積立て      140,000 △140,000 －  － －

四半期純利益       50,342 50,342  50,342 50,342

第１四半期会計期間中の変
動額合計（千円）

－ － － － － 140,000 △162,793 △22,793 － △22,793 △22,793

平成20年５月31日残高
（千円）

245,000 145,000 270,193 415,193 16,756 1,790,000 138,953 1,945,710 △72,696 2,533,207 2,533,207

前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年３月１日　至　平成20年２月29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

事業年度中の変動額            

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 －  － －

当期純利益       226,805 226,805  226,805 226,805

自己株式の処分   270,193 270,193     123,154 393,347 393,347

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ － 270,193 270,193 － 350,000 △147,530 202,469 123,154 595,816 595,816

平成20年２月29日残高
（千円）

245,000 145,000 270,193 415,193 16,756 1,650,000 301,747 1,968,503 △72,696 2,556,000 2,556,000
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(4）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
当第１四半期会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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

   

税金等調整前四半期（当
期）純利益

 92,220 410,537

減価償却費  33,674 138,103

無形固定資産償却額  1,291 2,696

長期前払費用償却額  2,419 8,114

減損損失  3,638 16,948

貸倒引当金の増減額  △37 △8,443

賞与引当金の増減額  △24,400 2,700

役員賞与引当金の増減額  △10,400 △6,900

ポイントサービス引当金
の増減額

 7,498 2,128

役員退職慰労引当金の増
減額

 1,869 5,976

受取利息及び受取配当金  － △2,556

支払利息  5,244 22,653

社債発行保証料  36 2,066

固定資産除却損  － 22,403

売上債権の増減額  △212,965 △14,895

たな卸資産の増減額  △111,768 △115,404

その他の資産の増減額  △7,420 △8,397

仕入債務の増減額  164,700 13,882

その他の負債の増減額  71,356 31,736

未払消費税等の増減額  18,787 △15,627

小計  35,744 507,722

利息及び配当金の受取額  － 2,556

利息の支払額  △5,544 △23,857

社債発行保証料の支払額  － △1,862

法人税等の支払額  △110,756 △178,246

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △80,556 306,312
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当第１四半期会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度の要約
キャッシュ・フロー計算書
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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

   

有形固定資産の取得によ
る支出

 △30,105 △349,603

無形固定資産の取得によ
る支出

 △2,940 △17,421

敷金及び保証金の返還に
よる収入

 36,637 169,955

敷金及び保証金の差入に
よる支出

 △42,461 △140,154

長期前払費用の取得によ
る支出

 △4,910 △11,768

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △43,778 △348,992

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

長期借入れによる収入  100,000 300,000

社債償還による支出  △100,000 △300,000

長期借入金の返済による
支出 

 △105,641 △321,761

自己株式の売却による収
入

 － 393,347

配当金の支払額  △45,037 △24,336

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △150,678 △52,749

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減
額

 △275,013 △95,429

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首
残高

 1,334,207 1,429,637

Ⅵ　現金及び現金同等物の第１
四半期末（期末）残高

※１ 1,059,194 1,334,207
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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１四半期会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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１四半期会計期間に負

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１四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１四半期末要支給額

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。

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
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項目
当第１四半期会計期間

（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

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

動負債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１四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１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

　－  （有形固定資産の減価償却方法）

 　当事業年度から法人税法の改正に伴い、平成19年４月

１日以降取得の有形固定資産については、改正法人税法

に規定する減価償却方法により、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、税引前当

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１四半期会計期間末
（平成20年５月31日）

前事業年度末
（平成20年２月29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 44,346千円 敷金及び保証金 79,065千円

(2）対応する債務 (2）対応する債務

長期借入金 44,346千円 一年以内返済長期借入金 12,110千円

長期借入金 55,336千円
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（四半期損益計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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 2,536千円

※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 5,192千円 支払利息 20,773千円

社債利息 1,879千円

社債発行保証料 2,066千円

上場関係費用 26,078千円

※３．特別損失の主なもの ※３．特別損失の主なもの

退店に伴う損失金 4,050千円

減損損失　 3,638千円

固定資産除却損 24,634千円

退店に伴う損失金　 26,208千円

減損損失 16,948千円

※４．減損損失の内容は次のとおりであります。当第１四

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

神奈川県 営業用店舗 3,620 17 3,638

計  3,620 17 3,638

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

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(3,638千円）

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（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。

※５．減価償却実施額 ※５．減価償却実施額

有形固定資産 33,674千円

無形固定資産 1,291千円

有形固定資産 138,103千円

無形固定資産 2,696千円
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（四半期株主資本等変動計算書関係）

当第１四半期会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年５月31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１四半期会計期
間増加株式数

（株）

当第１四半期会計期
間減少株式数

（株）

当第１四半期会計期
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 608 － － 608

合計 608 － － 608

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20年５月23日

定時株主総会
普通株式 73,136 8,000 平成20年２月29日　 　平成20年５月26日

(2）基準日が当第１四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１四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19年３月１日　至　平成20年２月29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 9,750 － － 9,750

合計 9,750 － － 9,750

自己株式     

普通株式（注） 1,638 － 1,030 608

合計 1,638 － 1,030 608

　（注）自己株式の普通株式数の減少1,030株は、売却による減少1,000株とストックオプションの権利行使による減少

　　　　30株によるものです。

 

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

定時総会決議
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20年５月23日

定時総会決議
普通株式 73,136 利益剰余金 8,000 平成20年２月29日　平成20年５月26日　
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（四半期キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

※１．現金及び現金同等物の第１四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20年５月31日現在） （平成20年２月29日現在）

現金及び預金勘定 1,059,194千円

現金及び現金同等物 1,059,194千円

現金及び預金勘定 1,334,207千円

現金及び現金同等物 1,334,207千円
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（リース取引関係）

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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１四半期末残高相当額

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 54,739 36,073

ソフトウェア 22,797 9,459 13,338

合計 113,610 64,199 49,411

 
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 50,263 40,549

ソフトウェア 22,797 8,349 14,448

合計 113,610 58,612 54,998

２．未経過リース料第１四半期末残高相当額 ２．未経過リース料期末残高相当額

１年内 22,659千円

１年超 28,036千円

合計 50,695千円

１年内 22,558千円

１年超 33,738千円

合計 56,297千円

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 5,850千円

減価償却費相当額 5,580千円

支払利息相当額 257千円

支払リース料 23,713千円

減価償却費相当額 22,647千円

支払利息相当額 1,264千円

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

同左

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

同左
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（有価証券関係）

当第１四半期会計期間末（平成20年５月31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20年２月29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１四半期会計期間末（平成20年５月31日現在）

　　該当事項はありません。

　

前事業年度（平成20年２月29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１四半期会計期間（自　平成20年３月１日　至　平成20年５月31日）

　　該当事項はありません。

 

前事業年度（平成20年２月29日現在）

　　該当事項はありません。
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（持分法損益等）

 

当第１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

 　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１四半期会計期間
（自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日）

前事業年度
（自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29日）

１株当たり純資産額 277,095円52銭

１株当たり四半期純利益金額 5,506円72銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純

利益金額
5,487円11銭

１株当たり純資産額 279,588円80銭

１株当たり当期純利益金額 26,126円27銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額
25,265円25銭

　（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１四半期会計期間
(自　平成20年３月１日
至　平成20年５月31日)

前事業年度
(自　平成19年３月１日
至　平成20年２月29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） 50,342 226,805

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） 50,342 226,805

普通株式の期中平均株式数（株） 9,142 8,681

潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益

金額
  

普通株式増加数（株） 33 296

 （うち新株予約権（株）） 　　（33） （296）

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

平成15年新株予約権（ストック

　オプション）42株については、

　希薄化効果を有していないため

　潜在株式調整後１株当たり四半

　期純利益の算定に含めておりま

　せん。

－　
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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１四半期会計期間 

（自　平成20年３月１日 

　　至　平成20年５月31日） 

前事業年度 

（自　平成19年３月１日 

　　至　平成20年２月29日） 

 金額（千円） 
構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％） 

 シ　ャ　ツ 152,825 7.4 676,008 7.7

 ニット（セーター・トレーナー類） 802,244 38.5 2,543,627 28.9

 ボ　ト　ム　ス 455,435 21.8 1,876,585 21.3

 ブ　ル　ゾ　ン 339,449 16.3 2,190,805 24.9

 小　物・雑　貨 269,842 12.9 1,266,426 14.4

 そ　の　他 65,495 3.1 242,033 2.8

 合　　計 2,085,292 100.0 8,795,487 100.0

 (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１四半期会計期間 

（自　平成20年３月１日 

　　至　平成20年５月31日） 

前事業年度 

（自　平成19年３月１日 

　　至　平成20年２月29日） 

 金額（千円） 
構成比

（％） 
金額（千円） 

構成比

（％） 

 北　 海　 道 96,453 4.6 448,169 5.1

 東 　北 18,732 0.9 － －

 関　 東 823,525 39.6 3,532,529 40.2

 中 　部 290,486 13.9 1,267,711 14.4

 近　 畿 540,979 25.9 2,123,992 24.1

 中 　国・四 　国 100,402 4.8 507,505 5.8

 九 　州 214,712 10.3 915,578 10.4

 合　　計 2,085,292 100.0 8,795,487 100.0

 (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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