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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 6,176 ― 447 ― 500 ― 270 ―

21年2月期第1四半期 6,236 3.8 519 29.6 572 29.4 564 28.1

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 11.11 ―

21年2月期第1四半期 23.12 ―

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 12,862 5,431 42.2 222.77
21年2月期 13,595 5,178 38.1 212.36

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  5,431百万円 21年2月期  5,178百万円

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 ― ― ― 2.00 2.00

22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

― ― 2.00 2.00

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

10,700 △2.0 △100 ― △20 ― △250 ― △10.25

通期 23,000 △2.7 500 2.9 650 △1.8 100 △47.6 4.10

- 1 -



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 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 24,470,822株 21年2月期  24,470,822株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  87,747株 21年2月期  86,575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 24,383,527株 21年2月期第1四半期 24,389,615株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・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、本資料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、実際の業績は、
今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
・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１四半期におけるわが国経済は、世界的な景気後退の影響を受け企業収益は大幅に縮小し、雇用情勢の悪

化、個人消費も引き続き低迷するなど、依然として厳しい状況が続いております。 

 このようななか、当社は「新業態の確立」、「既存店の活性化」、「不採算店の退店」、「機能性商品の展開」

を重点課題とし、収益体質の強化に取り組んでまいりました。 

 売上面では、値頃感のある高付加価値商品として開発した“マンスリーパワーアイテム”およびビジネス関連小

物の新規展開が寄与し、客数は１割強増加いたしましたが、低価格志向による客単価の低下を補えず、既存店売上

高前年比は94.1％となりました。 

 商品面では、スタイリッシュで機能性も重視した洗濯機で洗える“ドクタースーツ”およびスラックスを発売

し、好調に推移しております。 

 店舗面では、主力業態の「TAKA:Q」、「MALE&Co.」を３店舗、メンズ・レディース複合の「m.f.editorial」を

１店舗、合計４店舗出店いたしました。一方低効率店舗など２店舗を退店し、当第１四半期末店舗数は267店舗と

なっております。 

 利益面では、出店の抑制などにより販売費及び一般管理費を削減しましたが、売上総利益の減少をカバーでき

ず、営業利益は減益となりました。 

  

 以上の結果、当第１四半期の売上高は61億７千６百万円（前年同期比1.0％減）、営業利益は４億４千７百万円

（同13.9％減）、経常利益は５億円（同12.7％減）、四半期純利益は２億７千万円（同52.0％減）となりました。

 なお、前年同期比は参考として記載しております。 

財政状態の分析 

 資産、負債及び純資産の状況 

 資産の部は、前事業年度末に対して７億３千３百万円減少し、128億６千２百万円となりました。主な要因

は、流動資産で現金及び預金が12億８千７百万円減少し、売掛金が６億３千１百万円増加したこと、また固定資

産では有形固定資産で２千６百万円、無形固定資産で２千万円それぞれ減少、関係会社株式は５千３百万円増加

しましたが、差入保証金で５千９百万円、繰延税金資産で４千８百万円減少したこと等によるものであります。

 負債の部は、前事業年度末に対して９億８千６百万円減少し、74億３千万円となりました。主な要因は、支払

手形及び買掛金が10億５千６百万円減少し、長短借入金で１億８千万円増加したこと等によるものであります。

 純資産の部は、前事業年度末に対して２億５千３百万円増加し、54億３千１百万円となりました。主な要因

は、利益剰余金が２億２千２百万円増加したこと等によるものであります。 

  

 キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期会計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より12億８千７百万円減少し、20億３

千３百万円となりました。 

  

 当第１四半期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）  

 営業活動によるキャッシュ・フローは、13億７千３百万円の支出となりました。これは税引前四半期純利益を

４億９千９百万円、非資金的費用の減価償却費を１億１千５百万円計上による収入と、売上債権の増加６億３千

１百万円、仕入債務の減少10億５千６百万円、法人税等の支払い３億１千１百万円等の支出によるものです。 

 なお、仕入債務には期末日が金融機関の休日だったため、実際の決済日に処理をおこなった金額（前事業年度

末17億２千３百万円、当四半期会計期間末５億８千８百万円）が含まれております。 

（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、５千４百万円の支出となりました。これは敷金・保証金を８千７百万

円回収しましたが、新規出店等により有形固定資産を１億４百万円取得、および敷金・保証金を３千１百万円差

入れしたこと等によるものです。  

（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・フローは、１億４千万円の収入となりました。これは長期借入金の返済１億１千

９百万円,および配当金の支払い３千２百万円があったものの、短期借入れを３億円したこと等によるもので

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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 当事業年度の業績予想につきましては、平成21年４月10日公表の数値から変更はありません。 

①簡便な会計処理 

 該当事項はありません。 

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棚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棚卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、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、個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）により算定しております。 

 これにより、売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益がそれぞれ17百万円減少しておりま

す。 

③表示方法の変更 

 従来、店舗閉鎖に伴い発生する損失見込額については、「退店損失引当金」として表示しておりましたが、

ＸＢＲＬの導入に伴い、第１四半期会計期間より「店舗閉鎖損失引当金」として表示しております。 

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 2,033,272 3,320,674

売掛金 1,743,179 1,112,006

商品 2,992,181 2,909,641

貯蔵品 53,435 51,605

繰延税金資産 118,532 166,921

その他 274,132 288,349

貸倒引当金 △6,662 △3,331

流動資産合計 7,208,070 7,845,866

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 403,596 414,843

機械及び装置（純額） 10,974 12,049

器具及び備品（純額） 504,533 527,153

その他（純額） 15,290 6,444

有形固定資産合計 934,394 960,491

無形固定資産 225,546 246,055

投資その他の資産   

関係会社株式 176,985 123,971

賃貸不動産（純額） 12,194 13,199

差入保証金 688,278 748,227

敷金 3,605,159 3,604,227

繰延税金資産 126,722 174,826

その他 328,198 337,015

貸倒引当金 △442,884 △458,004

投資その他の資産合計 4,494,655 4,543,463

固定資産合計 5,654,596 5,750,009

資産合計 12,862,667 13,595,876

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,205,400 5,262,004

短期借入金 981,170 697,836

未払法人税等 175,541 339,706

賞与引当金 134,328 100,300

店舗閉鎖損失引当金 55,917 55,917

その他 964,260 942,921

流動負債合計 6,516,616 7,398,685

固定負債   

長期借入金 690,216 793,007

退職給付引当金 20,189 21,179

その他 203,782 204,782

固定負債合計 914,187 1,018,968

負債合計 7,430,803 8,417,653
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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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,000,000 2,000,000

資本剰余金 568,462 568,508

利益剰余金 2,877,438 2,655,423

自己株式 △22,631 △22,526

株主資本合計 5,423,269 5,201,405

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,860 △21,683

繰延ヘッジ損益 △1,266 △1,500

評価・換算差額等合計 8,594 △23,183

純資産合計 5,431,863 5,178,222

負債純資産合計 12,862,667 13,595,876
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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 6,176,176

売上原価 2,491,320

売上総利益 3,684,856

販売費及び一般管理費 3,237,502

営業利益 447,354

営業外収益  

不動産賃貸料 122,058

その他 36,424

営業外収益合計 158,483

営業外費用  

不動産賃貸費用 85,732

その他 19,871

営業外費用合計 105,603

経常利益 500,233

特別利益  

前期損益修正益 1,017

貸倒引当金戻入額 15,120

特別利益合計 16,137

特別損失  

減損損失 15,670

賃貸借契約解約損 1,400

その他 0

特別損失合計 17,070

税引前四半期純利益 499,300

法人税、住民税及び事業税 153,653

法人税等調整額 74,863

法人税等合計 228,516

四半期純利益 270,784
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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 499,300

減価償却費 115,394

減損損失 15,670

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11,789

賞与引当金の増減額（△は減少） 34,028

退職給付引当金の増減額（△は減少） △990

賃貸借契約解約損 1,400

受取利息及び受取配当金 △5,554

支払利息 8,296

売上債権の増減額（△は増加） △631,173

たな卸資産の増減額（△は増加） △84,370

仕入債務の増減額（△は減少） △1,056,604

未払消費税等の増減額（△は減少） 45,519

その他 8,899

小計 △1,061,972

法人税等の支払額 △311,366

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,373,338

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 △104,506

無形固定資産の取得による支出 △3,240

貸付金の回収による収入 1,250

敷金及び保証金の差入による支出 △31,098

敷金及び保証金の回収による収入 87,269

その他の資産取得による支出 △8,536

長期預り保証金の返還による支出 △1,000

利息及び配当金の受取額 5,554

投資活動によるキャッシュ・フロー △54,307

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △119,457

自己株式の増減額（△は増加） △151

利息の支払額 △8,083

配当金の支払額 △32,062

財務活動によるキャッシュ・フロー 140,244

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,287,402

現金及び現金同等物の期首残高 3,320,674

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,033,272
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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  6,236,818

Ⅱ 売上原価  2,410,396

売上総利益  3,826,422

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,306,859

営業利益  519,563

Ⅳ 営業外収益  172,152

Ⅴ 営業外費用  118,851

経常利益  572,863

Ⅵ 特別利益  26,889

Ⅶ 特別損失   8,713

税引前四半期純利益  591,038

法人税、住民税及び事業
税   27,000

四半期純利益  564,038
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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      

１. 税引前四半期純利益  591,038

２. 減価償却費  149,033

３. 貸倒引当金の減少額  △14,720

４. 賞与引当金の増加額  23,164

５. 賃貸借契約解約損  2,507

６. 固定資産除却損  1,383

７. 受取利息及び配当金 △5,692

８. 支払利息   11,252

９. 売上債権の増加額  △591,606

10. たな卸資産の増加額  △245,190

11. 仕入債務の増加額   1,010,454

12. 未払消費税等の減少額  △59,096

13. その他  △47,305

小計  825,223

14. 法人税等の支払額 △103,083

営業活動によるキャッシュ・フロー  722,140

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 △134,084

２. 無形固定資産の取得による支出  △14,478

３. 貸付金の回収による収入   1,250

４. 保証金敷金の差入による支出  △69,508

５. 保証金敷金の返還による収入  150,565

６. その他の資産取得による支出  △6,931

７. 預り保証金の返還による支出 △30,850

８. 預り保証金の受入による収入  6,000

９. 利息及び配当金の受取額  5,692

投資活動によるキャッシュ・フロー △92,344

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

１. 短期借入金の返済による支出 △105,620

２. 長期借入による収入  100,000

３. 長期借入金の返済による支出  △119,457

４. 自己株式の取得・売却による収支  △1,030

５. 利息の支払額  △11,023

６. 配当金の支払額  △92,681

財務活動によるキャッシュ・フロー △229,812

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額   399,983

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高   2,089,617

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高   2,489,600
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商品別売上高 

（注）１．その他衣料等はスカート、ワンピースのほか、クレジットカード会員獲得に伴う手数料、修理代収入

等であります。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

６．その他の情報

  

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） 

（参考） 

平成21年２月期 

  金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

 重衣料      2,597,196          41.7       2,400,404         38.9      8,548,655         36.2

 中衣料     342,337          5.5        285,854          4.6      2,328,103          9.8

 軽衣料      3,138,851         50.3      3,322,217         53.8      12,182,931         51.5

 その他衣料          158,433          2.5        167,700          2.7        590,582          2.5

 合計       6,236,818         100.0      6,176,176         100.0     23,650,272        100.0
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