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1.  平成22年2月期第1四半期の業績（平成21年2月21日～平成21年5月20日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2月期第1四半期 29,840 ― 2,337 ― 2,395 ― 1,378 ―
21年2月期第1四半期 29,212 7.1 2,541 △13.9 2,591 △13.5 756 △56.2

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2月期第1四半期 20.04 ―
21年2月期第1四半期 10.89 10.89

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2月期第1四半期 64,282 42,193 65.2 611.29
21年2月期 64,785 41,717 64.0 601.33

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  41,935百万円 21年2月期  41,488百万円

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2月期 ― 8.00 ― 9.00 17.00
22年2月期 ―
22年2月期 

（予想） 8.00 ― 9.00 17.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年2月21日～平成22年2月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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 
累計期間

59,311 ― 4,224 ― 4,354 ― 2,460 ― 35.66

通期 124,483 7.0 9,912 8.7 10,173 8.6 5,789 27.6 83.91
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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2月期第1四半期 69,588,856株 21年2月期  69,588,856株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  987,640株 21年2月期  594,492株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第1四半期 68,797,771株 21年2月期第1四半期 69,492,296株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.本資料に記載されている業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき当社が判断したものであります。実際の業績は、今後
様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。 
2. 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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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１四半期におけるわが国経済は、一部で生産や株価の回復の兆しがありますが、世界的な金融危機が実体経済に及

ぼした影響は大きく、企業収益は悪化し、設備投資の抑制や雇用情勢の悪化、個人消費も低迷するなど、国内経済は依然

として厳しい状況が続いております。 

このような中で、当社は当第１四半期においても郊外を中心に17店の新規出店を行いました。なお、17店のうち９店に

ついては他社が退店した後の、いわゆる居抜き物件への出店であり、さらなる店舗網の拡充を図ると同時に出店コストの

抑制にも取り組んでまいりました。この結果、当第１四半期末の店舗数は668店舗となっております。 

商品別の売上高の動向におきましては、衣料部門は前年に気温が上昇し売上を大きく伸ばしたゴールデンウィーク期間

中において、前年との気温の差が大きかったことで、ベビー・子供の初夏物のアウトウェアやパジャマなどで予想以上に

苦戦いたしました。雑貨部門におきましては、大型育児用品はやや不振となりましたが、紙おむつ・粉ミルクなどの消耗

雑貨は期間を通じて堅調に推移いたしました。 

売上総利益におきましては、金額は売上高の伸び悩みにより4.7％の増にとどまりましたが、荒利益率につきましては

前年同期を0.9％上回り、予想以上の改善が見られました。これは直輸入商品の売上高構成比の上昇などにより値入率が

改善されたことや、4月、5月と値下げロス率が対前年同月比で改善されるなど、昨年下半期から取り組んできた、商品計

画から製品開発に至る業務の標準化への取り組みに関して一定の効果が表れてきたことによります。 

販売費及び一般管理費は、四半期における新規出店の店舗数が増加したことによるイニシャルコストの増加などで、売

上高および売上総利益の伸びを上回る、9.1%の増加となりました。 

以上の結果、当第１四半期の売上高は 298 億４千万円（前年同期比 102.2％）、営業利益は 23 億３千７百万円（前年同

期比 92.0％）、経常利益は 23 億９千５百万円（前年同期比 92.5％）となりました。なお、四半期純利益につきましては

13 億７千８百万円となりましたが、前年同期には「棚卸資産の評価に関する会計基準」を早期適用したことで 12 億１百

万円の特別損失を計上しておりましたので、前年同期比では 182.1％と大幅な増益となりました。 

当第１四半期末店舗数668店舗の地域別の状況は、北海道地区27店舗、東北地区57店舗、関東地区179店舗、中部地区116

店舗、近畿地区130店舗、中国地区43店舗、四国地区24店舗、九州・沖縄地区92店舗となっております。 

 ※前年同期比は、参考として記載しております。 

 

２．財政状態に関する定性的情報 

(1) 資産、負債および純資産の状況 

当第１四半期末における総資産は642億８千２百万円と前期末から５億２百万円の減少となりました。これは、主に

預け金が20億４千９百万円増加し、また、売掛金が４億２千５百万円増加した一方、法人税等の支払や買掛金の早期

支払などで現金及び預金が32億３百万円減少したことなどによります。 

当第１四半期末における負債は220億８千９百万円と前期末から９億７千８百万円の減少となりました。これは、主

に未払法人税等が13億１百万円減少したことなどによります。 

当第１四半期末における純資産は421億９千３百万円と前期末から４億７千５百万円の増加となりました。これは、

主に四半期純利益13億７千８百万円による増加の一方、前期末配当金の支払額６億２千万円および自己株式の取得に

よる３億円の減少の結果であります。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期における営業活動によるキャッシュ・フローは、３千５百万円の減少（前年同期比５億６百万円増）と

なりました。これは、主に税引前四半期純利益が23億９千５百万円となった一方で、売上債権の増加４億２千５百万円

および法人税等の支払額22億１千１百万円があったことによります。 

また、投資活動によるキャッシュ・フローは、１億９千６百万円の減少（前年同期比６千５百万円減）となりました。

これは、主に新規出店に伴う建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出２億６千２百万円があったことによります。 

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、９億２千１百万円の減少（前年同期比２億９千５百万円減）となりま

した。これは、前期の期末配当金の支払額６億２千万円および自己株式取得による支出３億円があったことによります。 

以上の結果、現金及び現金同等物は前期末に比べ11億５千３百万円減少し、230億１千１百万円となりました。 

 

３. 業績予想に関する定性的情報 

  平成 21 年４月１日に発表しました第２四半期累計期間および通期の業績予想に変更はありません。 
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４．その他 

四半期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 

 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期

財務諸表を作成しております。 

 

 



5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年５月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 20,382,122 23,585,552

売掛金 1,152,112 726,768

商品 16,513,372 16,096,900

未着商品 160,509 354,086

預け金 2,629,090 579,451

その他 2,096,909 2,083,781

流動資産合計 42,934,118 43,426,541

固定資産   

有形固定資産 4,843,537 4,821,945

無形固定資産 89,924 92,531

投資その他の資産   

建設協力金 11,889,365 12,010,862

その他 4,525,996 4,433,758

投資その他の資産 16,415,361 16,444,620

固定資産合計 21,348,822 21,359,097

資産合計 64,282,940 64,785,639

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,325,287 15,959,663

未払法人税等 1,009,666 2,311,450

賞与引当金 625,759 410,244

設備関係支払手形 221,877 342,647

その他 3,416,543 3,561,229

流動負債合計 21,599,135 22,585,235

固定負債   

退職給付引当金 276,996 277,894

役員退職慰労引当金 208,150 199,500

その他 5,484 5,755

固定負債合計 490,630 483,150

負債合計 22,089,766 23,068,385
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年５月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,523,031 2,523,031

資本剰余金 2,321,710 2,321,710

利益剰余金 38,022,363 37,264,917

自己株式 △930,718 △630,624

株主資本合計 41,936,388 41,479,035

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 714 △341

繰延ヘッジ損益 △1,846 10,004

評価・換算差額等合計 △1,132 9,662

新株予約権 257,919 228,555

純資産合計 42,193,174 41,717,253

負債純資産合計 64,282,940 64,785,639
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年５月20日) 

売上高 29,840,615

売上原価 19,461,291

売上総利益 10,379,324

販売費及び一般管理費 8,041,463

営業利益 2,337,860

営業外収益  

受取利息 32,563

期日前決済割引料 21,819

その他 4,825

営業外収益合計 59,209

営業外費用  

支払手数料 1,509

営業外費用合計 1,509

経常利益 2,395,560

特別損失  

有形固定資産除却損 371

特別損失合計 371

税引前四半期純利益 2,395,189

法人税、住民税及び事業税 949,000

法人税等調整額 67,793

法人税等合計 1,016,793

四半期純利益 1,378,395
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年５月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純利益 2,395,189

減価償却費 165,988

賞与引当金の増減額（△は減少） 215,514

退職給付引当金の増減額（△は減少） △897

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,650

受取利息及び受取配当金 △32,603

売上債権の増減額（△は増加） △425,344

たな卸資産の増減額（△は増加） △222,895

仕入債務の増減額（△は減少） 365,659

その他 △293,872

小計 2,175,387

利息及び配当金の受取額 50

法人税等の支払額 △2,211,347

営業活動によるキャッシュ・フロー △35,909

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 △211,070

建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出 △262,223

建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入 276,455

投資活動によるキャッシュ・フロー △196,839

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △620,949

自己株式の取得による支出 △300,093

財務活動によるキャッシュ・フロー △921,042

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,153,790

現金及び現金同等物の期首残高 24,165,004

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,011,213
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務

諸表を作成しております。 
 
(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 
該当事項はありません。 
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「参考資料」 
前年同四半期に係る財務諸表 
 
（1）（要約）四半期損益計算書 

（単位：千円） 

科  目 

前年同四半期 
(自 平成20年２月21日

至 平成20年５月20日）

金  額 

Ⅰ 売上高 29,212,129

Ⅱ 売上原価 19,298,684

  売上総利益 9,913,444

Ⅲ 販売費及び一般管理費 7,372,394

  営業利益 2,541,049

Ⅳ 営業外収益 50,271

Ⅴ 営業外費用 295

  経常利益 2,591,025

Ⅵ 特別損失 1,202,041

  税金等調整前四半期 

  純利益 
1,388,984

  税金費用 632,130

四半期純利益 756,854
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（2）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

区  分 

前年同四半期 
(自 平成20年２月21日

至 平成20年５月20日）

金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

 1．税引前四半期純利益 1,388,984

 2．減価償却費 170,572

 3．賞与引当金の増加額 193,588

 4．退職給付引当金の増加額 7,180

 5．役員退職慰労引当金の増加額 5,862

 6．受取利息及び受取配当金 △   31,601

 7．売上債権の増加額 △  437,005

8．たな卸資産の減少額 978,509

  9．仕入債務の減少額 △  426,484

 10．その他 △  348,865

   小   計 1,500,741

 11．利息及び配当金の受取額 43

 12．法人税等の支払額 △ 2,043,021

   営業活動によるキャッシュ・フロー △  542,237

 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

 1．有形固定資産の取得による支出 △  171,472

 2．建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出 △   229,050

 3．建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入 269,315

   投資活動によるキャッシュ・フロー △   131,207

 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 1．配当金の支払額 △  625,431

 2．その他 △     247

   財務活動によるキャッシュ・フロー △  625,678

 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △ 1,299,123

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 24,935,380

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 23,636,256
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四半期商品別売上高 

（単位：千円、千円未満切捨、％） 

商 品 別 

前年同四半期 

（平成21年２月期

第１四半期） 

当四半期 

（平成22年２月期

第１四半期） 

増  減 
（参考） 

平成21年２月期

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

子 供 衣 料 11,232,532 11,251,539 19,007 0.2 43,685,333 

育 児 ・ 服 飾 雑 貨 13,587,044 14,065,723 478,678 3.5 54,495,558 

ベビー・マタニティー衣料 4,294,825 4,434,954 140,128 3.3 17,823,459 

そ の 他 97,727 88,398 △9,328 △9.5 379,655 

合 計 29,212,129 29,840,615 628,486 2.2 116,384,007 

（注）上記売上高には消費税等は含まれておりません。 




