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1.  平成22年1月期第1四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年4月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 ％

22年1月期第1四半期 2,718 ― △24 ― △13 ― △32 ―
21年1月期第1四半期 3,036 0.5 109 △59.4 118 △57.4 41 △71.8

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

22年1月期第1四半期 △3.09 ―
21年1月期第1四半期 3.84 ―

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

22年1月期第1四半期 10,101 7,667 75.7 731.80
21年1月期 10,024 7,808 77.7 745.48

（参考） 自己資本   22年1月期第1四半期  7,642百万円 21年1月期  7,785百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年1月期 ― 0.00 ― 12.00 12.00
22年1月期 ―
22年1月期 

（予想）
0.00 ― 12.00 12.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

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

第2四半期 
連結累計期間

6,440 2.2 200 10.5 203 3.0 79 △32.8 7.56

通期 13,025 △0.4 470 △5.9 477 △5.5 197 △8.2 18.86
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  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。 

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準
適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  
・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、今後の経済状況等の変化により、実際の業績は予想数値と異な
る結果となる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年1月期第1四半期 10,834,000株 21年1月期  10,834,000株
② 期末自己株式数 22年1月期第1四半期  390,500株 21年1月期  390,500株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第1四半期 10,443,500株 21年1月期第1四半期 10,743,500株
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当第１四半期連結会計期間における我が国経済は、米国発の金融危機に端を発した世界同時不況の影響

により、企業収益の大幅な悪化や雇用情勢の悪化等、厳しい景況感の中で推移いたしました。 

 当アパレルないし小売業界におきましては、消費者の生活防衛意識の高まりにより個人消費は一段と低

迷する状況が続き、厳しい経営環境となりました。 

 このような状況のなか、当第１四半期連結会計期間において、直営店の出店は３店舗、退店は４店舗を

行い、直営店舗数は１店舗減少の133店舗となりました。 

個人消費の低迷、消費者の低価格志向の強まり等により、売上高が減少し、当第１四半期連結会計期間

の売上高は2,718百万円、営業損失は24百万円、経常損失は13百万円、四半期純損失32百万円となりまし

た。 

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

 (資産) 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ77百万円増加し10,101百万

円となりました。これは主に、現金及び預金の増加180百万円、たな卸資産の増加136百万円等に対し、

受取手形及び売掛金の減少316百万円等によるものであります。 

 (負債) 

当第１四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ218百万円増加し2,434百万円

となりました。これは主に、買掛金の増加211百万円等によるものであります。 

 (純資産) 

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ141百万円減少し7,667百万

円となりました。これは主に、四半期純損失による32百万円、利益処分による配当金の支払125百万円

等によるものであります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という）は、前連結会計年

度末に比べ178百万円増加し3,309百万円となりました。 

 当第１四半期連結会計期間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) 

営業活動の結果得られた資金は349百万円となりました。 

 増加の主な内訳は、売上債権の減少額322百万円、仕入債務の増加額222百万円であり、減少の主な内

訳は、たな卸資産の増加額137百万円、法人税等の支払額34百万円であります。 

 (投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動の結果使用した資金は57百万円となりました。 

 これは主に、支出は、有形固定資産の取得による支出41百万円、敷金及び保証金の差入による支出33

百万円であり、収入は、敷金及び保証金の回収による収入20百万円であります。 

 (財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は116百万円となりました。 

 これは、配当金の支払額であります。 

  

・定性的情報・財務諸表等

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
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現時点において、平成21年３月13日に公表いたしました業績予想の見直しは行っておりません。 

 当企業集団の取扱う衣料品や雑貨などのファッション商品は、気象条件により売上が変動しやすく、天

候不順等の気象状況により業績に影響を及ぼす可能性があります。また、当業界は、バーゲンセール期間

があり、その動向により、売上高及び売上総利益率が変動し業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  
  

該当事項はありません。 

  

① 簡便な会計処理 

固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定

する方法によっております。 

② 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

① 四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年3月14日

企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平

成19年3月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規

則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号)

を当第１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法から原価法（収益性の低下に

よる簿価切下げの方法）に変更しております。なお、この変更による損益に与える影響はありませ

ん。 

③ リース取引に関する会計基準の適用 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準第13号（平成５年６月17

日(企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適

用指針」(企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員

会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財

務諸表から適用することができるようになったことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの

会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっております。また、所有権移転外ファイ

ナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法を採用しております。この変更による損益に与える影響はありません。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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。 

  

3. 連結業績予想に関する定性的情報

4. その他

(1) 期中における重要な子会社の異動(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年４月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,140,893 3,960,592

受取手形及び売掛金 902,736 1,219,140

商品 707,911 571,630

原材料及び貯蔵品 12,998 11,909

その他 208,506 151,982

貸倒引当金 △1,908 △1,763

流動資産合計 5,971,138 5,913,490

固定資産   

有形固定資産   

有形固定資産合計 731,585 730,524

無形固定資産   

無形固定資産合計 32,627 27,458

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,624,566 1,625,458

保険積立金 934,457 934,018

その他 813,519 799,738

貸倒引当金 △5,901 △5,901

投資その他の資産合計 3,366,641 3,353,314

固定資産合計 4,130,855 4,111,297

資産合計 10,101,993 10,024,788

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,118,690 907,664

短期借入金 220,000 220,000

未払法人税等 27,536 7,530

引当金 89,876 51,504

その他 505,989 569,654

流動負債合計 1,962,092 1,756,352

固定負債   

長期未払金 317,633 317,633

退職給付引当金 154,466 141,814

固定負債合計 472,100 459,448

負債合計 2,434,193 2,215,801
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年４月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 768,520 768,520

資本剰余金 807,750 807,750

利益剰余金 6,228,360 6,385,944

自己株式 △126,904 △126,904

株主資本合計 7,677,726 7,835,309

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △35,125 △49,899

評価・換算差額等合計 △35,125 △49,899

少数株主持分 25,199 23,576

純資産合計 7,667,800 7,808,986

負債純資産合計 10,101,993 10,024,788
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30日) 

売上高 2,718,916

売上原価 1,123,223

売上総利益 1,595,692

販売費及び一般管理費 1,619,871

営業損失（△） △24,179

営業外収益  

受取利息 1,547

為替差益 6,292

持分法による投資利益 2,966

その他 1,050

営業外収益合計 11,857

営業外費用  

支払利息 1,061

その他 88

営業外費用合計 1,149

経常損失（△） △13,471

特別損失  

固定資産除却損 10,336

減損損失 6,107

特別損失合計 16,443

税金等調整前四半期純損失（△） △29,914

法人税、住民税及び事業税 24,020

法人税等調整額 △23,296

法人税等合計 723

少数株主利益 1,623

四半期純損失（△） △32,261
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年４月30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（△） △29,914

減価償却費 74,263

減損損失 6,107

貸倒引当金の増減額（△は減少） 144

退職給付引当金の増減額（△は減少） 12,651

受取利息及び受取配当金 △1,547

支払利息 1,061

為替差損益（△は益） △4,586

持分法による投資損益（△は益） △2,966

固定資産除却損 10,336

売上債権の増減額（△は増加） 322,581

たな卸資産の増減額（△は増加） △137,371

仕入債務の増減額（△は減少） 222,589

その他 △90,303

小計 383,045

利息及び配当金の受取額 1,492

利息の支払額 △1,078

法人税等の支払額 △34,012

営業活動によるキャッシュ・フロー 349,446

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 △41,993

無形固定資産の取得による支出 △4,380

投資有価証券の売却及び償還による収入 3,677

敷金及び保証金の差入による支出 △33,733

敷金及び保証金の回収による収入 20,895

その他 △2,357

投資活動によるキャッシュ・フロー △57,892

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △116,441

財務活動によるキャッシュ・フロー △116,441

現金及び現金同等物に係る換算差額 3,270

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 178,383

現金及び現金同等物の期首残高 3,130,799

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,309,183
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日

企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19

年３月14日 企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

〔事業の種類別セグメント情報〕 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日） 

衣料品セグメントのみの単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  
〔所在地別セグメント情報〕 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日） 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。

  

〔海外売上高〕 

当第１四半期連結累計期間（自 平成21年２月１日 至 平成21年４月30日） 

海外売上が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の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

(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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前年同四半期に係る財務諸表等 

 (要約)四半期連結損益計算書 

   前第１四半期連結累計期間(平成20年２月１日～４月30日) 

                 (単位：千円) 

 
  

「参考」

科  目

前年同四半期

(平成21年１月期

第１四半期)

金額

Ⅰ 売上高 3,036,349

Ⅱ 売上原価 1,257,241

   売上総利益 1,779,108

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,669,614

   営業利益 109,493

Ⅳ 営業外収益 11,921

Ⅴ 営業外費用 3,183

   経常利益 118,231

Ⅵ 特別利益 ─

Ⅶ 特別損失 21,001

   税金等調整前 

   四半期純利益
97,229

   税金費用 51,453

      少数株主利益 4,486

   四半期純利益 41,290
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