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1.  平成22年2月期第1四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年5月31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 1,968 ― 35 ― 28 ― 9 ―

21年2月期第1四半期 2,085 ― 103 ― 98 ― 50 ―

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 1,092.14 ―

21年2月期第1四半期 5,506.72 5,487.11

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 4,422 2,351 53.2 297,831.16
21年2月期 4,463 2,492 55.8 272,645.88

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  2,351百万円 21年2月期  2,492百万円

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 ― ― ― 8,000.00 8,000.00

22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

― ― 2,000.00 2,000.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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

4,000 △2.3 50 △58.6 35 △68.5 5 △81.2 546.93

通期 8,500 0.9 140 △14.5 115 △19.1 20 64.8 2,187.71
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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  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。 

(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 9,750株 21年2月期  9,750株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期 1,854株 21年2月期  608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 8,519株 21年2月期第1四半期 9,142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.上記の業績予想は、本資料提出日現在において、入手可能な情報に基づき算定しております。今後、様々な要因により実際の業績等は、上記数値と異
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【定性的情報・財務情報等】３.業績予想に関する定性的情報をご参照ください。

 
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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 当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融・経済危機による景気の停滞が続き、企業収益や雇用

情勢の悪化により個人消費が低迷するなど、大変厳しい状況が続いております。 

  小売業界におきましても、家計所得の減少や雇用不安等による生活防衛意識の高まりから消費者の低価格志向が

 強まり、企業間競争は激化、一段と厳しい経営環境が続いております。 

  このような状況のもと当社は、販売面におきましては、地区担当・ブランド担当部長を新設、ブロック長の役割 

 を見直してエリアマネジメントの強化を図り、また、店長の能力開発のための社員教育を拡充することにより販売

  力の強化に努めてまいりました。 

  商品面におきましては、バイヤー業務を見直し、各バイヤーが店舗の販売業務に直接携わることにより、現場レ 

 ベルでの情報収集を強化、個々のバイイング能力を高めるとともに、トップス、ボトムス、雑貨チームを編成、各 

 チームリーダーが責任を持ってチームコントロールを行う体制をとり、商品力の強化に努めてまいりました。また 

 客数増加施策としてロープライスゾーン商品、和柄商品の品揃えの拡充に取り組んでまいりましたが、客数前年比 

 は99.1％、客単価前年比は95.2％という結果となりました。在庫につきましては、商品投入コントロールの強化に 

 よる圧縮を図り、効率化を推進いたしました。新たな取り組みとしては、エヴァンゲリオン、ミッキーマウスとの 

 タイアップによる企画を展開するなど、売れ筋商品の開発を進めてまいりました。 

  流儀圧搾事業におきましては、引き続き、顧客層の拡大とブランド化を推進するとともに、より効率的な店舗運 

 営に取り組み、今後の成長に向けた体質強化に努めてまいりました。 

  店舗展開におきましては、「METHOD」１店舗、「流儀圧搾」１店舗の計２店舗を出店、当第１四半期末の店舗数 

 は「METHOD」53店舗、「流儀圧搾」18店舗、「METHOD COMFORT」４店舗の合計75店舗となりました。 

  以上の施策を実施してまいりましたが、当第１四半期会計期間の売上高は19億68百万円、営業利益は35百万円、 

 経常利益は28百万円、四半期純利益は９百万円となりました。  

   

  

 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44億22百万円、前事業年度末と比較して40百万円の減少となりまし 

 た。これは主に流動資産の減少57百万円等によるものであります。負債は20億71百万円、前事業年度末と比較して 

 １億円の増加となりました。これは主に買掛金の増加１億49百万円等によるものであります。純資産は23億51百万 

 円、前事業年度末と比較して１億40百万円の減少となりました。これは主に利益剰余金の減少63百万円、自己株式 

 の取得77百万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16百万円減 

 少、投資活動により55百万円減少、財務活動により２億52百万円減少し、当第１四半期会計期間における期末残高 

 は10億14百万円となり、前事業年度末と比較して３億23百万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16百万円となりました。 

 これは主に、仕入債務１億71百万円増加による資金の増加、売上債権１億78百万増加や、たな卸資産84百万円増加 

 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55百万円となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得36百万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２億52百万円となりました。 

 これは主に、長期借入金の返済による支出１億42百万円、自己株式取得による支出77百万円、配当金の支払額52百 

 万円等によるものであります。   

  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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  平成21年４月９日の決算短信で発表いたしました平成22年２月期の第２四半期累計期間及び通期の業績予想につ 

   いて変更はございません。 

    なお、今後の経営環境等の変化により、業績予想について見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いた 

   します。 

  

１.簡便な会計処理 

 ①たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸高を基礎と

して合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

 ②繰延税金資産及び負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状況に

著しい変化がないとないと認められるため、前事業年度末において使用した将来の業績予想及びタックス・プラ

ンニングを利用しております。  

  

２.四半期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。 

  

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、総平均法による原価法によっておりましたが、当第

１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日）が適用

されたことに伴い、総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)

により算出しております。 

  これにより、税引前四半期純利益は、８百万円減少しております。    

  

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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
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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31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,014,531 1,338,282

売掛金 486,823 308,244

商品 876,114 792,059

繰延税金資産 48,067 38,827

その他 54,384 59,765

貸倒引当金 － △78

流動資産合計 2,479,922 2,537,100

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,028,157 1,007,625

減価償却累計額 △579,686 △554,023

建物（純額） 448,471 453,601

工具、器具及び備品 177,025 173,154

減価償却累計額 △131,314 △125,907

工具、器具及び備品（純額） 45,711 47,246

建設仮勘定 3,419 4,518

有形固定資産合計 497,602 505,366

無形固定資産   

ソフトウエア 12,446 14,187

リース資産 21,000 －

その他 3,412 14,650

無形固定資産合計 36,859 28,837

投資その他の資産   

投資有価証券 37,525 36,297

繰延税金資産 106,442 107,546

敷金及び保証金 1,319,584 1,304,039

長期前払費用 29,909 29,123

貸倒引当金 △85,045 △85,045

投資その他の資産合計 1,408,416 1,391,960

固定資産合計 1,942,878 1,926,164

資産合計 4,422,800 4,463,264
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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31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 140,612 118,829

買掛金 407,920 258,335

短期借入金 150,000 150,000

1年内返済予定の長期借入金 393,540 445,000

未払費用 275,438 224,850

未払法人税等 23,029 12,866

賞与引当金 25,300 49,300

ポイント引当金 16,585 17,823

リース債務 4,200 －

その他 88,391 70,600

流動負債合計 1,525,017 1,347,605

固定負債   

長期借入金 496,593 587,633

役員退職慰労引当金 33,415 35,498

リース債務 16,100 －

固定負債合計 546,108 623,131

負債合計 2,071,125 1,970,736

純資産の部   

株主資本   

資本金 245,000 245,000

資本剰余金 415,193 415,193

利益剰余金 1,843,669 1,907,501

自己株式 △150,446 △72,696

株主資本合計 2,353,415 2,494,998

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,740 △2,469

評価・換算差額等合計 △1,740 △2,469

純資産合計 2,351,674 2,492,528

負債純資産合計 4,422,800 4,463,264
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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３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 1,968,965

売上原価 1,012,714

売上総利益 956,250

販売費及び一般管理費 921,234

営業利益 35,016

営業外収益  

雑収入 33

営業外収益合計 33

営業外費用  

支払利息 6,937

営業外費用合計 6,937

経常利益 28,112

特別利益  

償却債権取立益 300

その他 78

特別利益合計 378

特別損失  

棚卸資産会計基準の適用に伴う影響額 8,000

特別損失合計 8,000

税引前四半期純利益 20,490

法人税、住民税及び事業税 19,822

法人税等調整額 △8,636

法人税等合計 11,186

四半期純利益 9,303
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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３月１日 
 至 平成21年５月31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 20,490

減価償却費 31,069

無形固定資産償却費 1,778

長期前払費用償却額 2,517

貸倒引当金の増減額（△は減少） △78

賞与引当金の増減額（△は減少） △24,000

ポイント引当金の増減額（△は減少） △1,238

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,083

支払利息 6,937

売上債権の増減額（△は増加） △178,579

たな卸資産の増減額（△は増加） △84,054

その他の資産の増減額（△は増加） △4,609

仕入債務の増減額（△は減少） 171,367

その他の負債の増減額（△は減少） 54,296

未払消費税等の増減額（△は減少） 2,836

小計 △3,348

利息の支払額 △6,937

法人税等の支払額 △6,243

営業活動によるキャッシュ・フロー △16,529

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 △36,380

無形固定資産の取得による支出 △9,800

敷金及び保証金の回収による収入 17,324

敷金及び保証金の差入による支出 △22,879

長期前払費用の取得による支出 △3,303

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,039

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △142,500

自己株式の取得による支出 △77,750

セール・アンド・リースバックによる収入 21,000

リース債務の返済による支出 △700

配当金の支払額 △52,230

財務活動によるキャッシュ・フロー △252,181

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △323,750

現金及び現金同等物の期首残高 1,338,282

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,014,531
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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）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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成21年２月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  2,085,292

Ⅱ 売上原価  1,029,238

売上総利益  1,056,054

Ⅲ 販売費及び一般管理費  952,206

営業利益  103,847

Ⅳ 営業外収益  158

Ⅴ 営業外費用  5,281

経常利益  98,724

Ⅵ 特別利益  3,585

Ⅶ 特別損失  10,090

税引前四半期純利益  92,220

税金費用  41,877

四半期純利益  50,342
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前第１四半期累計期間（平成20年３月１日～５月31日） 

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成21年２月期 
第１四半期） 

区分 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   92,220

減価償却費   33,674

無形固定資産償却費   1,291

長期前払費用償却額   2,419

減損損失   3,638

貸倒引当金の増減額（△は減少）  △37

賞与引当金の増減額（△は減少）  △24,400

役員賞与引当金の増減額（△は減少）  △10,400

ポイント引当金の増減額（△は減少）   7,498

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）  1,869

支払利息   5,244

社債発行保証料   36

売上債権の増減額（△は増加）  △212,965

たな卸資産の増減額（△は増加）  △111,768

その他の資産の増減額（△は増加）  △7,420

仕入債務の増減額（△は減少）   164,700

その他の負債の増減額（△は減少）   71,356

未払消費税等の増減額（△は減少）   18,787

小計  35,744

利息の支払額  △5,544

法人税等の支払額  △110,756

営業活動によるキャッシュ・フロー △80,556
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前年同四半期

（平成21年２月期 
第１四半期） 

区分 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

無形固定資産の取得による支出  △2,940

敷金及び保証金の回収による収入   36,637

敷金及び保証金の差入による支出  △42,461

長期前払費用の取得による支出  △4,910

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,778

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

長期借入による収入   100,000

社債償還による支出  △100,000

長期借入金の返済による支出 △105,641

配当金の支払額  △45,037

財務活動によるキャッシュ・フロー △150,678

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（又は減少額） △275,013

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,334,207

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,059,194
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  該当事項はありません。  

  

  

６．その他の情報
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