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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 3,569 ― 136 ― 115 ― 152 ―
21年2月期第1四半期 3,863 △1.3 41 △22.9 17 △50.5 △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 30.26 ―
21年2月期第1四半期 △1.26 ―

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 6,760 1,168 17.3 231.35
21年2月期 6,541 1,015 15.5 200.99

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  1,168百万円 21年2月期  1,015百万円

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）
― ― 5.00 5.00

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  有  
第2四半期累計期間及び業績予想につきましては、本日（平成21年7月13日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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

6,700 ― 140 ― 100 ― 80 ― 15.84

通期 13,300 △10.6 280 ― 220 ― 100 ― 19.80
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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 無
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 5,270,000株 21年2月期  5,270,000株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  218,003株 21年2月期  218,003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 5,051,997株 21年2月期第1四半期 5,052,760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見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手可能な情報に基づき判断した予想であります。従いまして、実際
の業績は様々な要因により、これらの業績予想とは異なることがありますことをご了承ください。 
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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・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１四半期会計期間におけるわが国経済は、昨年秋からの世界経済の深刻な景気後退の影響を受
け、企業収益は大幅に悪化して設備投資が抑制され、雇用情勢の悪化と家計所得の減少を招き、個人
消費の低迷が更に深刻となっております。  
 このような状況の中、当社では品揃え再構築と不採算店舗の閉鎖に積極的に取組み、新商品では
「アロハスタイル」をテーマにモンステラなどトロピカルな柄でシリーズ化し、店頭のイメージを一
新させました。また、アイテムの絞り込みが雑貨業態としてのおもしろさや楽しさを損なっているこ
とを反省し、主力商品群に加えサブアイテムの拡大充実を図ることで、お客様の選択肢を広げること
に努めました。  
 店舗展開では不採算店の閉鎖を積極的にすすめ、直営店は「Passport」ブランドで 6 店舗、「bao-
bab.fleur」ブランドで１店舗の計７店舗を閉鎖いたしました。また、フランチャイズ店では
「Passport」ブランドで２店舗を開設いたしました。その他「Passport」ブランドで直営店 2 店舗の
改装を実施しております。  
 これにより、当第１四半期末の店舗数は直営店が 158 店舗、フランチャイズ店が 25 店舗になりまし
た。  
 これらの結果、当第１四半期の売上高は 3,569 百万円（前年同期比 7.6％減）となりました。損益で
は、経費削減による収益構造の改善に全社で取組んだ結果、販売費及び一般管理費が 1,649 百万円
（前年同期比 14.0％減）となり、営業利益は 136 百万円（前年同期比 231.0％増）、経常利益は 115
百万円（前年同期比 545.7％増）となりました。また、四半期純利益につきましては、特別損失に商品
評価損 87 百万円を計上し、特別利益に役員退職慰労引当金戻入額 129 百万円等を計上した結果、152
百万円（前年同期は 6 百万円の四半期純損失）となりました。  
 
※前年同四半期増減率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、負債及び純資産の状況  
 当第１四半期末の総資産は 6,760 百万円となり、前事業年度末と比較して 219 百万円の増加となり
ました。これは主に売掛金が 261 百万円増加したことによるものです。事業年度末の２月は売上の端
境期にあたり、他の月に比べて売り上げのボリュームが低いためであります。  
 負債合計は 5,591 百万円となり、前事業年度末と比較して 65 百万円増加しております。これは主に  
買掛金が 240 百万円増加した一方で、１年内償還予定のものも含めて社債が 510 百万円減少し、同じ
く１年内返済予定も含めた長期借入金が 415 百万円増加したためであります。  
純資産は 1,168 百万円となり、前事業年度と比較して 153 百万円の増加となりました。これは四半期
純利益の計上による利益剰余金の増加によるものです。  
 
 （２）キャッシュ・フローの状況  
 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前事業年度末
に比較して 13 百万円増加し、401 百万円となりました。   
 
（営業活動によるキャッシュ・フロー）  
 営業活動によって得られた資金は 107 百万円ありました。これは主に売上債権の増加が 266 百万円
あったことや、たな卸資産が 132 百万円増加したものの、仕入債務が 380 百万円増加したことと、税
引前四半期純利益が 207 百万円計上されたためであります。 
 
 
（投資活動によるキャッシュ・フロー）  
 投資活動によって得られた資金は 112 百万円で、これは主に不採算店の撤退に伴い、差し入れてあ
った敷金及び保証金の回収による収入が 45 百万円あったことと、受取保険金 100 百万円あったことな
どによるものです。  
 
(財務活動によるキャッシュ・フロー）  
 財務活動で使用した資金は 206 百万円で、これは主に社債の償還で 510 百万円支出したものの、長
期借入金の収入が 450 百万円あったことなどによるものであります。  
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3. 業績予想に関する定性的情報 
 当第 1 四半期会計期間における業績の進捗状況を勘案し、当期の業績予想の見直しを行った結果、
平成 21 年 4 月 20 日に公表しました業績予想を修正しております。詳細は本日別途開示いたしまし
た「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

 
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 
①簡便な会計処理 
（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、実施棚卸を省略し、前事業年度末の実施棚
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。  
 
②四半期財務諸表作成に特有の会計処理の適用 
該当事項はありません。  

 
(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 

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。 

 
（たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更）  

 従来、商品の評価基準及び評価方法は、売価還元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
日公表分）が適用されることに伴い、当社の評価方法を見直したところ、売価還元法による低価法
を採用することに変更いたしました。  
 当該、会計処理の変更にあたり、期首商品に含まれる変更差額（商品評価損）87,071 千円を特別
損失に計上しております。  
 この変更により、従来の方法に比較して営業利益及び経常利益は 6,761 千円増加し、税引前四半
期純利益は 80,310 千円減少しております。  
 
（追加情報） 
従来、役員の退職慰労金の支給に備えるため、役員退職慰労金規程に基づく要支給額を役員退職

慰労引当金として計上しておりましたが、平成 21 年５月 29 日開催の臨時取締役会において、経営
改善計画の一環として役員退職慰労引当金制度を廃止することを決議いたしました。  
 なお、本制度廃止に伴い、在任中の各取締役及び監査役の同意を得て打切支給を行わない旨決定
いたしました。これに伴い「役員退職慰労引当金」129,641 千円を全額取崩し、「役員退職慰労引
当金戻入額」として計上しております。  
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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 401,191 387,873

受取手形及び売掛金 884,963 618,155

商品 1,729,746 1,615,515

未着商品 27,617 9,425

その他 182,526 132,439

流動資産合計 3,226,045 2,763,409

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 858,335 886,905

工具、器具及び備品（純額） 289,364 304,493

その他 18,418 18,932

有形固定資産合計 1,166,118 1,210,331

無形固定資産 47,516 43,083

投資その他の資産   

敷金及び保証金 2,153,492 2,272,759

その他 167,218 251,671

投資その他の資産合計 2,320,710 2,524,431

固定資産合計 3,534,345 3,777,846

資産合計 6,760,391 6,541,255

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,138,320 1,758,304

1年内償還予定の社債 490,000 755,000

短期借入金 507,500 543,000

1年内返済予定の長期借入金 173,600 20,000

未払法人税等 13,440 41,094

賞与引当金 40,550 22,800

その他 687,952 689,753

流動負債合計 4,051,363 3,829,952

固定負債   

社債 710,000 955,000

長期借入金 341,600 80,000

退職給付引当金 159,411 153,192

役員退職慰労引当金 － 127,922

その他 329,223 379,764

固定負債合計 1,540,234 1,695,878

負債合計 5,591,598 5,525,830
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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 369,266 369,266

資本剰余金 292,300 292,300

利益剰余金 564,531 411,670

自己株式 △60,368 △60,368

株主資本合計 1,165,729 1,012,868

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,063 2,556

評価・換算差額等合計 3,063 2,556

純資産合計 1,168,792 1,015,424

負債純資産合計 6,760,391 6,541,255
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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 3,569,598

売上原価 1,782,999

売上総利益 1,786,599

販売費及び一般管理費 1,649,796

営業利益 136,802

営業外収益  

受取利息 226

受取配当金 2

破損商品等弁償金 862

雑収入 462

営業外収益合計 1,553

営業外費用  

支払利息 11,613

支払手数料 10,500

為替差損 181

雑損失 425

営業外費用合計 22,720

経常利益 115,635

特別利益  

受取保険金 71,626

役員退職慰労引当金戻入額 129,641

特別利益合計 201,267

特別損失  

固定資産除却損 76

店舗閉鎖損失 22,547

商品評価損 87,071

特別損失合計 109,696

税引前四半期純利益 207,207

法人税、住民税及び事業税 7,500

法人税等調整額 46,846

法人税等合計 54,346

四半期純利益 152,860
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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 207,207

減価償却費 70,315

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,750

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,219

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △127,922

受取利息及び受取配当金 △229

支払利息 11,613

店舗閉鎖損失 22,547

固定資産除却損 76

受取保険金 △71,626

売上債権の増減額（△は増加） △266,808

たな卸資産の増減額（△は増加） △132,423

仕入債務の増減額（△は減少） 380,016

その他 43,179

小計 159,915

利息及び配当金の受取額 229

利息の支払額 △17,961

法人税等の支払額 △35,154

営業活動によるキャッシュ・フロー 107,028

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 △23,327

敷金及び保証金の差入による支出 △192

敷金及び保証金の回収による収入 45,123

その他 90,762

投資活動によるキャッシュ・フロー 112,365

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △35,500

長期借入れによる収入 450,000

長期借入金の返済による支出 △34,800

社債の償還による支出 △510,000

配当金の支払額 △72

割賦債務の返済による支出 △75,705

財務活動によるキャッシュ・フロー △206,077

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 13,317

現金及び現金同等物の期首残高 387,873

現金及び現金同等物の四半期末残高 401,191
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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 
株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。 
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「参考」 
 
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 
 
  前年第 1 四半期累計期間（平成 20 年 3 月 1 日～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) 

 

金 額（百万円） 
Ⅰ売上高 3,863

Ⅱ売上原価 1,904

売上総利益 1,959

Ⅲ販売費及び一般管理費 1,917

営業利益 41

Ⅳ営業外収益 2

Ⅴ営業外費用 25

経常利益 17

Ⅵ特別損失 18
税引前四半期(当期)純利益 

(△純損失) 
△0

法人税、住民税及び事業税 12

法人税等調整額 △7

四半期（当期）純利益（△純損失） △6
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