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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3月1日～平成21年5月31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2月期第1四半期 7,036 ― 173 ― 153 ― 145 ―

21年2月期第1四半期 7,149 23.9 415 △16.3 429 △12.5 177 △21.6

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 822.74 ―

21年2月期第1四半期 1,005.96 999.92

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 22,765 8,837 34.8 44,834.48
21年2月期 21,993 8,997 35.7 44,451.61

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  7,912百万円 21年2月期  7,844百万円

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 ― 800.00 ― 800.00 1,600.00
22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

800.00 ― 800.00 ―

3.  平成22年2月期の連結業績予想（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

13,915 ― 107 ― 53 ― △143 ― △810.29

通期 29,672 4.6 819 ― 716 952.9 232 ― 1,314.60



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 

１．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。 
２．上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、リスクや不確定要素の要因が含まれております。実際の業
績は、今後様々な要因により、これらの業績見通しとは異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 176,480株 21年2月期  176,480株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  ―株 21年2月期  ―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 176,480株 21年2月期第1四半期 176,480株



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界経済の急速な景気後退の影響による企業収益の
悪化が続き、雇用情勢も厳しさが増す中で個人消費も低迷する等、引き続き厳しい状況で推移いたしまし
た。 
 当グループの主要な関連業界である百貨店を含む小売業界におきましても、消費マインドの低下は著し
く、集客及び売上に大きな影響を与えております。  
 このような状況のもと、当グループは、効果的な店舗展開とプロモーション活動及び商品戦略などによ
り、ブランド価値の向上に努めてまいりました。  
  
この結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は70億36百万円(前年同期比1.6％減)、売上総利益は42

億29百万円(前年同期比0.0％増)、営業利益は１億73百万円(前年同期比58.3％減)、経常利益は１億53百
万円(前年同期比64.3％減)、四半期純利益は１億45百万円(前年同期比18.1％減)となりました。 
 事業の種類別セグメントの状況を示すと、次のとおりであります。 

バッグ部門においては新規出店３店舗(退店３店舗)、ジュエリー部門においては新規出店４店舗(退
店１店舗)を行いました結果、バッグ部門・ジュエリー部門の売上高はそれぞれ、36億65百万円(前年同
期比6.1％減)、４億18百万円(前年同期比0.7％増)となりました。  
 アパレル部門においては、ブランド及び店舗の再構築により、新規出店６店舗(退店５店舗)を行いま
した結果、売上高は８億43百万円(前年同期比8.8％減)となりました。  
 この結果、その他部門の売上高２億２百万円を加えた当該事業セグメントの売上高(セグメント間取
引相殺消去後)は51億30百万円(前年同期比6.6％減)、営業利益は１億98百万円(前年同期比61.9％減)と
なりました。  

インターネットビジネスにおいては、当社の連結子会社であるスタイライフ株式会社におきまして、
インターネットショッピングサイト「Stylife」を中心に取扱ブランドを増加させるなど、順調に規模
を拡大させました。  
 この結果、売上高(セグメント間取引相殺消去後)は19億６百万円(前年同期比15.0％増)、営業損失は
23百万円(前年同期比78百万円の損失の減少)となりました。  

  

※なお前年同期比較に関しては、参考として記載しております。 

総資産は、前連結会計年度と比較して７億71百万円増加しております。主な増加要因は、現金及び預
金が２億41百万円、受取手形及び売掛金が２億61百万円及び製品が３億20百万円増加したことによるも
のであります。  
 総負債は、前連結会計年度と比較して９億32百万円増加しております。主な増加要因は、短期借入金
が11億49百万円増加したことによるものであります。また、主な減少要因は、長期借入金が４億53百万
円減少したことによるものであります。   
 純資産は、前連結会計年度と比較して１億60百万円減少しております。主な減少要因は、少数株主持
分の減少によるものであります。 

  

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、２億61百万円増加し、40億79百万円となりました。  
 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。 

営業活動の結果使用した資金は、38百万円となりました。  
これは、減価償却費１億84百万円及び投資有価証券評価損10億62百万円等の収入要因を、税金等調整
前四半期純損失12億53百万円等の支出要因が上回ったことによるものであります。  

投資活動の結果使用した資金は、有形固定資産の取得による支出１億24百万円等により、３億２百
万円となりました。 

財務活動の結果得られた資金は、短期借入による収入等により、６億円となりました。 

【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

① ファッションブランドビジネス

② インターネットビジネス

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

(2) キャッシュ・フローの状況

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー



今後の経済の見通しにつきましては、世界的な金融危機に端を発した景気後退により経営環境がよりい
っそう厳しいものとなってきております。 また、個人消費の低下は一層強まり、依然として厳しい経営
環境が続くと思われます。  
 このような状況のもと、当グループといたしましては、魅力的なデザインと確かな品質の商品の提供、
話題性のあるプロモーション活動などの経営戦略をベースに成長性を維持するとともに、当グループの企
業価値を継続的に拡大していくことを目指してまいります。 
 平成22年２月期の連結業績見通しにつきましては、プロモーション活動・商品戦略を積極的に推進する
とともに、アパレル事業の再構築が進むことから、連結売上高296億72百万円、連結営業利益８億19百万
円、連結経常利益７億16百万円、当期純利益２億32百万円を見込んでおります。 

  
  

該当事項はありません。 
  

当第１四半期連結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、前連結会計年度末
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。  
 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなもの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。 

定率法を採用している固定資産については、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。 

  

① 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。 
② 当第１四半期連結会計期間より「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、主として移動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)により算定しております。  
 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。  
③ 当第１四半期連結会計期間より平成18年５月17日公表の「連結財務諸表作成における在外子会社の
会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 実務対応報告第18号)を適用し、連結決算上必
要な修正を行っております。  
 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。  

  

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

(簡便な会計処理)

棚卸資産の評価方法

固定資産の減価償却の方法

(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



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31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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,118,540 3,877,329

受取手形及び売掛金 2,403,185 2,142,077

有価証券 147,667 146,562

商品 676,405 653,624

製品 5,733,470 5,413,067

原材料 1,102 1,131

仕掛品 23,358 24,566

貯蔵品 169,011 159,758

その他 1,364,930 1,698,670

貸倒引当金 △3,037 △3,486

流動資産合計 14,634,634 14,113,301

固定資産   

有形固定資産 2,064,112 2,071,359

無形固定資産   

のれん 519,289 527,489

その他 458,005 368,029

無形固定資産合計 977,294 895,519

投資その他の資産   

差入保証金 2,369,795 2,464,636

その他 3,030,221 2,473,112

貸倒引当金 △311,027 △25,890

投資その他の資産合計 5,088,990 4,911,860

固定資産合計 8,130,396 7,878,739

繰延資産 508 1,507

資産合計 22,765,540 21,993,548

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,531,980 1,526,302

短期借入金 2,900,000 1,750,480

1年内返済予定の長期借入金 1,163,332 1,113,332

1年内償還予定の社債 100,000 －

未払法人税等 96,636 146,876

その他 2,405,723 2,238,145

流動負債合計 8,197,673 6,775,135

固定負債   

社債 － 100,000

長期借入金 5,455,002 5,908,335

その他 275,648 212,845

固定負債合計 5,730,650 6,221,180

負債合計 13,928,323 12,996,316



(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５月31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２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,132,600 2,132,600

資本剰余金 2,252,600 2,252,600

利益剰余金 3,540,979 3,485,275

株主資本合計 7,926,179 7,870,475

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,092 △11,970

為替換算調整勘定 △12,697 △13,684

評価・換算差額等合計 △13,789 △25,655

少数株主持分 924,826 1,152,411

純資産合計 8,837,216 8,997,231

負債純資産合計 22,765,540 21,993,548



(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３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 7,036,683

売上原価 2,806,776

売上総利益 4,229,906

販売費及び一般管理費 4,056,063

営業利益 173,843

営業外収益  

受取利息 2,899

受取配当金 750

補助金収入 4,092

その他 4,133

営業外収益合計 11,874

営業外費用  

支払利息 31,144

その他 1,366

営業外費用合計 32,510

経常利益 153,207

特別利益  

固定資産売却益 188

特別利益合計 188

特別損失  

投資有価証券評価損 1,062,862

貸倒引当金繰入額 288,021

固定資産除却損 32,689

物流拠点移転費用 23,058

特別損失合計 1,406,632

税金等調整前四半期純損失（△） △1,253,236

法人税、住民税及び事業税 19,651

法人税等調整額 △1,242,106

法人税等合計 △1,222,455

少数株主損失（△） △175,978

四半期純利益 145,197



(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  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,253,236

減価償却費 184,190

のれん償却額 8,200

貸倒引当金の増減額（△は減少） 284,133

受取利息及び受取配当金 △3,649

支払利息 31,144

持分法による投資損益（△は益） 807

有形固定資産除却損 32,688

投資有価証券評価損益（△は益） 1,062,862

売上債権の増減額（△は増加） △250,685

たな卸資産の増減額（△は増加） △351,115

仕入債務の増減額（△は減少） 24,422

その他 311,569

小計 81,330

利息及び配当金の受取額 4,305

利息の支払額 △34,116

法人税等の支払額 △89,803

営業活動によるキャッシュ・フロー △38,283

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △30,000

定期預金の払戻による収入 50,000

有形固定資産の取得による支出 △124,973

有形固定資産の売却による収入 304

無形固定資産の取得による支出 △24,517

投資有価証券の取得による支出 △15,344

敷金及び保証金の差入による支出 △50,772

敷金及び保証金の回収による収入 144,122

その他 △251,775

投資活動によるキャッシュ・フロー △302,956

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 4,250,000

短期借入金の返済による支出 △3,100,480

長期借入金の返済による支出 △403,333

配当金の支払額 △141,184

その他 △4,836

財務活動によるキャッシュ・フロー 600,166

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,284

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 261,211

現金及び現金同等物の期首残高 3,818,291

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,079,503



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。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記



 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

 
 (注)１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 
 

  

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも90％を超えるため、所在地別セグメ

ント情報の記載を省略しております。 

  

 当第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

  

該当事項なし 

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

ファッション
ブランドビジネス

(千円)

インターネット
ビジネス 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

5,130,011 1,906,671 7,036,683 ― 7,036,683

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3,926 21,576 25,503 (25,503) ―

計 5,133,938 1,928,248 7,062,186 (25,503) 7,036,683

営業利益又は営業損失(△) 198,367 △23,728 174,638 (795) 173,843

ファッションブランドビジネス ・・・ バッグ・ジュエリー・アパレル等の企画・製造・販売

インターネットビジネス ・・・ インターネット上のオンラインショップ運営サイトに
よる商品の販売及び携帯端末上のモバイルサイトにお
ける商品の販売及び有料コンテンツの提供等 

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



 
  

「参考」

前年同四半期に係る財務諸表等

(1) (要約)四半期連結損益計算書

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日)

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 売上高 7,149,276

Ⅱ 売上原価 2,919,884

   売上総利益 4,229,391

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,814,297

   営業利益 415,094

Ⅳ 営業外収益 25,665

Ⅴ 営業外費用 11,389

   経常利益 429,370

Ⅵ 特別利益 10,213

Ⅶ 特別損失 5,646

   税金等調整前 

   四半期純利益
433,937

   法人税、住民税 

   及び事業税
296,460

   法人税等調整額 △38,060

   少数株主損失(△) △ 1,994

   四半期純利益 177,531



 
  

(2) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第１四半期連結累計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日)

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

   税金等調整前四半期純利益 433,937

   減価償却費 183,349

   のれん償却額 24,922

   賞与引当金の増加額 129,581

   売上債権の増加額 △433,459

   たな卸資産の増加額 △533,091

   仕入債務の増加額(△は減少額) 401,141

   未払金の増加額(△は減少額) △38,338

   未払費用の増加額(△は減少額) 141,123

   その他 425,225

    小計 734,390

   利息及び配当金の受取額 18,975

   利息の支払額 △9,562

   法人税等の支払額 △862,864

  営業活動によるキャッシュ・フロー △119,060

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 △168,754

   無形固定資産の取得による支出 △20,613

   投資有価証券の取得による支出 △25,998

   投資有価証券の売却による収入 60,114

   長期前払費用の取得による支出 △167,660

   差入保証金の差入による支出 △84,110

   差入保証金の減少による収入 19,716

   その他 △7,347

  投資活動によるキャッシュ・フロー △394,652

Ⅲ 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 50,000

   長期借入金の返済による支出 △5,019

  財務活動によるキャッシュ・フロー 44,981

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 8,569

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 

  (△は減少額)
△460,162

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,323,682

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 863,519




