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

当第１四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前年同四半期の数値及びこれに係る対前年同四半期増減率については記載しており
ません。

(2) 連結財政状態

当第１四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値については記載しておりません。

(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2月期第1四半期 5,823 ― △584 ― △548 ― △371 ―
21年2月期第1四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △39.11 ―
21年2月期第1四半期 ― ―

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 13,412 9,356 69.7 985.71
21年2月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本 22年2月期第1四半期 9,351百万円 21年2月期 ―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 ― ― ― 0.00 0.00
22年2月期 ―
22年2月期
（予想） 0.00 ― 0.00 0.00

3. 平成22年2月期の連結業績予想（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
連結業績予想につきましては、当第１四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、対前期及び対前年同四半期の増減率については記載
しておりません。

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 11,200 ― △210 ― △160 ― △220 ― △23.19

通期 21,800 ― 250 ― 340 ― △50 ― △5.27
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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5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5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
（将来に関する記述等についてのご注意）
１．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいてお
り、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。
業績予想の前提となる条件等につきましては、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。

２．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。

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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 9,680,000株 21年2月期 9,680,000株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期 193,471株 21年2月期 193,471株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 9,486,529株 21年2月期第1四半期 9,486,529株
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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

当第１四半期連結会計期間（自 2009 年 2月 21日 至 2009 年 5月 20日）は、国内企業の収益悪化により

厳しさを増す雇用環境や所得水準の低下などにから個人消費は冷え込み、小売業におきましては消費者の低

価格志向に対応する動きが急速に広がることとなりました。

こうした環境のなか当社は、収益力の早期回復をはかるため、当期の課題として事業構造の再構築、商品コス

トと販管費の削減、中国事業の経営基盤確立に取組んでおります。

売上高におきましては市場の低価格志向に対応し、価格戦略商品を展開したことなどにより回復基調にあり、

ほぼ予定とおりの売上となっております。新規出店は当期の成長事業とするため最優先で出店に取組む「Ｖ－

エクスチェンジ」５店舗を含む６店舗を出店し、概ね順調な滑り出しとなっております。また収益構造改善のため

に取組んでおります不採算店舗の退店は 33 店舗による退店セールも売上高確保に貢献しております。

一方、営業総利益率につきましては、たな卸資産の評価方法を売価還元平均原価法から移動平均原価法に

変更したことにより、当初見込みより約 50 百万円増加し２億 49 百万円の在庫評価差額損を計上したこと、およ

び、春物商品の早期処分を進めたことから、３月度では大幅に悪化したものの、月度を重ねるごとに回復し、当

第１四半期末では前年同期の水準に近づきつつありますが、当第１四半期連結会計期間では大幅なマイナスと

なりました。

また、前期から継続した取組みである経費削減により販管費を前年同期比 84．4％といたしましたが、当第１

四半期連結会計期間では営業総利益率の低下に起因し営業損失を計上することとなりました。

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高は 58 億 23 百万円、営業損失５億 84 百万円、経

常損失５億 48 百万円、四半期純損失３億 71 百万円となりました。

今後におきましては、本年の取組課題である、成長事業の新規出店の継続、不採算店舗約 60 店舗の退店実

施による事業構造の改革、個別商品毎の販売動向が直接利益に反映する新原価法（移動平均原価法）の特徴

を売上高と荒利高の増加に活かすマーチャンダイジング活動の強化、海外ダイレクト仕入取扱高の増加による

荒利益向上、ならびに本部のスリム化をはじめとしたコスト削減等により、当初の目標達成をはかります。

また、中国事業におきましては、中国本土の芙嘉(上海)商貿有限公司は当第１四半期連結会計期間より３店

舗が委託営業から直接営業として本格稼動し、４店舗目となる成都店を、４月 23 日成都伊勢丹内にオープンし

ました。この結果、香港の１店舗を含め、中国事業の現営業店舗は５店舗となりました。今後は、中国市場に合

わせたマーチャンダイジング展開と物流でのノウハウを獲得し、店舗月次段階での黒字化を目指しております。
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２． 連結財政状態に関する定性的情報

（1） 資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期連結会計期間末における資産合計は前事業年度末に比べ、８億３百万円減少し、134 億

12百万円となりました。これは主として、関係会社預け金減少９億50百万円、商品の減少６億27百万円と、

一方で売上預け金の増加４億 1 百万円、未収入金の増加 1 億 47 百万円によるものです。

負債は前事業年度末に比べ、４億 84 百万円減少し、 40 億 55 百万円となりました。これは主として、支

払手形の減少３億 47 百万円、買掛金の減少 1 億 42 百万円によるものです。純資産は３億 18 百万円減少

し 93 億 56 百万円となりました。これは主として、繰越利益剰余金の減少３億 71 百万円によるものです。

（2） キャッシュ・フローの状況

当第１四半期連結会計期間における現金及び現金同等物は、前事業年度末と比べ10億51百万円減

少しました。また、当連結会計年度から在外子会社の新規連結による増加額が１億 22 百万円あったこと

から 15 億 31 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）

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費が 80 百万円、賞与引当金の増加が 1億 39 百万円、

たな卸資産の減少が 6億 33 百万円あったものの、税金等調整前四半期純損失が 5億 34 百万円、売上

債権の増加 4 億 13 百万円、仕入債務の減少 4 億 89 百万円などの支出、および法人税等の支払額が

80 百万円あったことにより 7 億 78 百万円の支出となりました。

（投資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・フローは、預け金の増加額1億円、有形固定資産の取得による支出95百万

円、また、基幹システム変更に伴うソフトウェアの取得による支出が 98 百万円あったことから 2 億 81 百万

円の支出となりました。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動により使用した現金及び現金同等物はありません。

３． 連結業績予想に関する定性的情報

2010 年２月期の連結業績予想につきましては、本日（2009 年７月３日）別途開示しております「2010 年２月

期連結決算開始に伴う連結業績予想に関するお知らせ」をご覧ください。

なお、2009年４月６日の「2009年２月期決算短信（非連結）」において開示した単体での業績予想に変更は

ございません。
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４． その他

（１）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

（簡便な会計処理）

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法

当第１四半期連結累計期間末の貸倒実績率が前事業年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前事業年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。

② たな卸資産の評価方法

当第１四半期連結累計期末のたな卸高の算出に関しては、実地たな卸を省略し、前事業年度末

の実地たな卸高を基礎として、その後の受払いの継続記録を加味する方法により合理的に算出して

おります。また、たな卸資産の簿価切下げにあたっては、収益性の低下が明らかなたな卸資産につ

いてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

③ 法人税等ならびに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税の算定に関しては、原則として前事業年度末決算と同様の方法により算定しておりますが、

加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によっております。

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、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認められるため、前事業年度末に使用した業績予想やタック

ス・プランニングを利用する方法によっております。

（2） 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

① 四半期連結財務諸表に係る会計基準の適用

当連結累計年度より「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。

② たな卸資産の評価方法及び評価基準の変更

従来、商品の評価方法につきましては、「企業会計原則と関係諸法令との調整に関する連続意見

書」第四に定める売価還元平均原価法によっておりましたが、当第１四半期連結累計期間より月間

移動平均原価法に変更しております。この変更は、新たな在庫管理システム導入に伴い、コンピュー

ターによる単品ごとの商品受払管理が可能になったため、適正かつ迅速な在庫金額の把握と適正な

期間損益計算を行うためのものであります。この変更により、当第１四半期連結累計期間の売上総利

益が２億 49 百万円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損失が２億４９百万円

増加しております。

また、 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 18 年 7月 5 日 企業

会計基準第 9 号）を当第１四半期連結累計期間から適用しております。これによる当第１四半期累計

期間の損益に与える影響は軽微であります。
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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5月20日）
資産の部

流動資産

現金及び預金 581,204

売掛金 21,441

売上預け金 1,219,091

商品 1,789,349

貯蔵品 12,133

前払費用 53,519

繰延税金資産 185,672

未収入金 280,276

関係会社預け金 3,050,000

その他 23,309

貸倒引当金 △ 11

流動資産合計 7,215,987

固定資産

有形固定資産

建物附属設備 647,910

器具備品 223,813

建設仮勘定 912

有形固定資産合計 872,635

無形固定資産

ソフトウエア 86,150

電話加入権 1,753

ソフトウエア仮勘定 47,740

その他 4,843

無形固定資産合計 140,487

投資その他の資産

投資有価証券 1,723,351

出資金 1,100

破産更生債権等 5,880

長期前払費用 99,400

差入保証金 3,147,518

店舗賃借仮勘定 4,840

長期未収入金 19,684

繰延税金資産 217,732

貸倒引当金 △ 36,586

投資その他の資産合計 5,182,921

固定資産合計 6,196,044

資産合計 13,412,032

－６－
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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5月20日）
負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,413,679

未払金及び未払費用 941,122

未払法人税等 49,254

未払消費税 45,185

賞与引当金 206,791

店舗閉鎖損失引当金 122,032

ポイント引当金 12,196

設備関係支払手形 83,493

設備関係未払金 71,180

その他 31,103

流動負債合計 3,976,040

固定負債

退職給付引当金 45,671

長期未払金 34,270

固定負債合計 79,941

負債合計 4,055,981

純資産の部

株主資本

資本金 1,584,000

資本剰余金 2,224,250

利益剰余金 5,121,263

自己株式 △ 150,006

株主資本合計 8,779,507

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 582,008

為替換算調整勘定 △ 10,477

評価・換算差額等合計 571,531

新株予約権 5,011

純資産合計 9,356,050

負債純資産合計 13,412,032

－７－
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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21日
至 平成21年5月20日)

売上高 5,823,690
売上原価 3,177,428
売上総利益 2,646,261
販売費及び一般管理費 3,230,670
営業損失（△） △ 584,408
営業外収益

受取利息 5,585
受取配当金 26,728
債務勘定整理益 4,083
仕入割引 1,508
その他 654
営業外収益合計 38,561

営業外費用
為替差損 1,852
商品廃棄損 630
その他 8
営業外費用合計 2,491

経常損失（△） △ 548,339
特別利益

店舗閉鎖損失引当金戻入額 26,386
貸倒引当金戻入額 5,317
受取補償金 4,776
特別利益合計 36,480

特別損失
賃貸借契約解約損 11,296
固定資産除却損 3,265
その他 8,248
特別損失合計 22,810

税金等調整前四半期期純損失（△） △ 534,668
法人税、住民税及び事業税 41,112
法人税等調整額 △ 204,699
法人税等合計 △ 163,587
四半期純損失（△） △ 371,081
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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

税金等調整前四半期純損失（△） △ 534,668

減価償却費 80,522

賞与引当金の増減額（△は減少） 139,892

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △ 42,726

ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,879

退職給付引当金の増減額（△は減少） 8,661

貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 5,317

受取利息及び受取配当金 △ 32,314

固定資産除却損 3,265

その他 21,803

売上債権の増減額（△は増加） △ 413,066

たな卸資産の増減額（△は増加） 633,715

仕入債務の増減額（△は減少） △ 489,551

その他負債の増減額（△は減少） △ 113,983

未払消費税等の増減額（△は減少） 29,365

小計 △ 712,523

利息及び配当金の受取額 31,564

その他の営業収入 11,557

その他の営業支出 △ 27,635

法人税等の支払額 △ 80,998

営業活動によるキャッシュ・フロー △ 778,035

投資活動によるキャッシュ・フロー

預け金の増減額（△は増加） △ 100,000

有形固定資産の取得による支出 △ 95,335

ソフトウエアの取得による支出 △ 98,780

長期前払費用の支払による支出 △ 14,113

差入保証金の差入による支出 △ 49,747

差入保証金の回収による収入 76,132

投資活動によるキャッシュ・フロー △ 281,843

財務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に係る換算差額 8,838

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △ 1,051,040

現金及び現金同等物の期首残高 2,460,239

新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 122,005

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,531,204
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（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）セグメント情報
【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 2009年２月21日 至 2009年５月20日）
当社グループの事業は単一セグメントのため、事業の種類別セグメント情報の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 2009年２月21日 至 2009年５月20日）
日本での売上高が連結売上高の90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

【海外売上高】
当第１四半期連結累計期間（自 2009年２月21日 至 2009年５月20日）
海外売上高は連結売上高の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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
当社グループにおける海外子会社の重要性が高まったため、当第１四半期連結会計期間より、子会社２社を

含めた連結決算を開始しております。この結果、利益剰余金が35,529千円減少しております。

［参考］
（注）当第１四半期より連結財務諸表を作成しているため、前四半期に係る個別財務諸表については、記載して

おりません。

当連結累計年度より「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。
なお、当第１四半期連結会計期間より連結財務諸表を作成しているため、前連結会計年度の財務諸表につきまし

ては、記載しておりません。
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