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1.  平成22年2月期第2四半期の業績（平成21年2月21日～平成21年8月20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2四半期 57,287 ― 3,695 ― 3,824 ― 2,168 ―
21年2月期第2四半期 56,324 6.4 4,141 △8.9 4,250 △8.4 1,677 △36.8

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2四半期 31.55 ―
21年2月期第2四半期 24.17 24.15

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2四半期 63,555 42,990 67.2 622.95
21年2月期 64,785 41,717 64.0 601.33

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  42,735百万円 21年2月期  41,488百万円

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 ― 8.00 ― 9.00 17.00
22年2月期 ― 8.00
22年2月期 

（予想）
― 9.00 17.00

3.  平成22年2月期の業績予想（平成21年2月21日～平成22年2月20日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 120,538 3.6 9,296 2.0 9,556 2.0 5,439 19.9 79.29
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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  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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第2四半期 69,588,856株 21年2月期  69,588,856株
② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  987,628株 21年2月期  594,492株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年2月期第2四半期 68,713,538株 21年2月期第2四半期 69,406,434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当社が判断したものであります。実際の業績は、今後
様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。 
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２四半期累計期間におけるわが国経済は、一部で景気回復の兆しがありますが、企業収益や雇用情勢の悪化、設備

投資の抑制、個人消費の冷え込みなど、国内経済は長期にわたり厳しい状況が続いております。 

このような中で、当社は当第２四半期累計期間においても郊外を中心に26店の新規出店を行い、さらなる店舗網の拡充

を図ると同時に、26店のうち14店については居抜き物件への出店を行い、出店コスト抑制にも取り組んでまいりました。

この結果、当第２四半期末の店舗数は677店舗となっております。 

商品別の売上高の動向におきましては、衣料部門は競争他社との価格競争が一段と激しくなったことに加え、天候面で

は、ゴールデンウィーク期間中において前年との気温の差が大きかったことや梅雨明けの大幅な遅れなどで、ベビー・子

供のアウトウェアやパジャマなどで予想以上に苦戦いたしました。雑貨部門におきましては、大型育児用品は低迷いたし

ましたが、紙おむつ・粉ミルクなどの消耗雑貨は期間を通じて堅調に推移いたしました。 

売上総利益におきましては、金額は売上高の伸び悩みにより3.7％の増にとどまりましたが、荒利益率につきましては

前年同期から0.6％アップと予想を上回る改善が見られました。これは直輸入商品の売上高構成比の上昇などにより値入

率が改善されたことや、店舗在庫の適正化など、昨年下半期から取り組んできた、“商品の数量管理および品質管理など

の業務の標準化への取り組み”に関して一定の効果が表れてきたことによります。 

販売費及び一般管理費は、概ね当初計画どおりに推移いたしましたが、売上高および売上総利益の伸びを上回る 7.8%

の増加となりました。 

以上の結果、当第２四半期累計期間の売上高は 572 億８千７百万円（前年同期比 101.7％）、営業利益は 36 億９千５百

万円（前年同期比 89.2％）、経常利益は 38 億２千４百万円（前年同期比 90.0％）となりました。なお、四半期純利益に

つきましては 21 億６千８百万円となりましたが、前年同期には「棚卸資産の評価に関する会計基準」を早期適用したこ

とで 12 億１百万円の特別損失を計上しておりましたので、前年同期比では 129.3％と大幅な増益となりました。 

当第２四半期末店舗数677店舗の地域別の状況は、北海道地区27店舗、東北地区59店舗、関東地区183店舗、中部地区116

店舗、近畿地区130店舗、中国地区45店舗、四国地区24店舗、九州・沖縄地区93店舗となっております。 

※前年同期比は、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、負債および純資産の状況 

当第２四半期末における総資産は635億５千５百万円と前期末から12億２千９百万円の減少となりました。これは、

主に法人税等の支払や買掛金の早期支払などで現金及び預金が10億８千万円減少したことなどによります。 

当第２四半期末における負債は205億６千５百万円と前期末から25億３百万円の減少となりました。これは、主に支

払手形及び買掛金が16億９千１百万円減少したことや未払法人税等が６億８千万円減少したことなどによります。 

当第２四半期末における純資産は429億９千万円と前期末から12億７千３百万円の増加となりました。これは、主に

四半期純利益21億６千８百万円による増加の一方、前期末配当金の支払額６億２千万円および自己株式の取得による

３億円の減少の結果であります。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、３億４千８百万円の増加（前年同期比５億８

千３百万円増）となりました。これは、主に税引前四半期純利益が38億２千２百万円となったことや、たな卸資産が３

億８千万円減少した一方で、仕入債務の減少が16億９千１百万円、法人税等の支払額が22億１千１百万円あったことに

よります。 

また、投資活動によるキャッシュ・フローは、４億４千７百万円の減少（前年同期比１億３百万円減）となりました。

これは、建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入が５億５千６百万円あった一方で、新規出店に伴う建設協力金

及び敷金・保証金の差入による支出が４億５千１百万円、有形固定資産の取得による支出が３億１千５百万円および投

資有価証券の取得による支出が２億３千６百万円あったことによります。 

また、財務活動によるキャッシュ・フローは、９億２千１百万円の減少（前年同期比１千４百万円増）となりました。

これは、前期の期末配当金の支払額６億２千万円および自己株式取得による支出３億円があったことによります。 

以上の結果、現金及び現金同等物は前期末に比べ10億１千９百万円減少し、231億４千５百万円となりました。 

※前年同期比は、参考として記載しております。 

 

３. 業績予想に関する定性的情報 

  通期の業績予想につきましては、平成 21 年８月 28 日に発表いたしました予想から変更はありません。 
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４．その他 

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。 

 

 



5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年８月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,505,009 23,585,552

売掛金 809,182 726,768

商品 15,441,279 16,096,900

未着商品 629,024 354,086

預け金 640,067 579,451

その他 2,083,727 2,083,781

流動資産合計 42,108,290 43,426,541

固定資産   

有形固定資産 4,789,041 4,821,945

無形固定資産 87,956 92,531

投資その他の資産   

建設協力金 11,738,174 12,010,862

その他 4,832,366 4,433,758

投資その他の資産合計 16,570,541 16,444,620

固定資産合計 21,447,539 21,359,097

資産合計 63,555,829 64,785,639

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 14,268,430 15,959,663

未払法人税等 1,630,662 2,311,450

賞与引当金 451,381 410,244

設備関係支払手形 271,158 342,647

その他 3,479,520 3,561,229

流動負債合計 20,101,152 22,585,235

固定負債   

退職給付引当金 277,699 277,894

役員退職慰労引当金 181,000 199,500

その他 5,212 5,755

固定負債合計 463,911 483,150

負債合計 20,565,064 23,068,385
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成21年８月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年２月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,523,031 2,523,031

資本剰余金 2,321,708 2,321,710

利益剰余金 38,812,109 37,264,917

自己株式 △930,706 △630,624

株主資本合計 42,726,143 41,479,035

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 12,635 △341

繰延ヘッジ損益 △3,459 10,004

評価・換算差額等合計 9,176 9,662

新株予約権 255,444 228,555

純資産合計 42,990,765 41,717,253

負債純資産合計 63,555,829 64,785,639
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(2)【四半期損益計算書】 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年８月20日) 

売上高 57,287,984

売上原価 37,553,758

売上総利益 19,734,226

販売費及び一般管理費 16,039,084

営業利益 3,695,141

営業外収益  

受取利息 65,559

期日前決済割引料 47,984

その他 17,918

営業外収益合計 131,461

営業外費用  

支払手数料 2,234

その他 106

営業外費用合計 2,340

経常利益 3,824,262

特別損失  

有形固定資産除却損 1,127

リース解約損 369

特別損失合計 1,497

税引前四半期純利益 3,822,764

法人税、住民税及び事業税 1,536,000

法人税等調整額 118,623

法人税等合計 1,654,623

四半期純利益 2,168,141
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  【第２四半期会計期間】 
(単位：千円)

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年５月21日 
 至 平成21年８月20日) 

売上高 27,447,368

売上原価 18,092,466

売上総利益 9,354,902

販売費及び一般管理費 7,997,620

営業利益 1,357,281

営業外収益  

受取利息 32,995

期日前決済割引料 26,164

その他 13,092

営業外収益合計 72,252

営業外費用  

支払手数料 725

その他 106

営業外費用合計 831

経常利益 1,428,702

特別損失  

有形固定資産除却損 756

リース解約損 369

特別損失合計 1,126

税引前四半期純利益 1,427,575

法人税、住民税及び事業税 587,000

法人税等調整額 50,829

法人税等合計 637,829

四半期純利益 789,745
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年８月20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 3,822,764

減価償却費 340,834

賞与引当金の増減額（△は減少） 41,136

退職給付引当金の増減額（△は減少） △194

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △18,500

受取利息及び受取配当金 △65,656

売上債権の増減額（△は増加） △82,414

たな卸資産の増減額（△は増加） 380,683

仕入債務の増減額（△は減少） △1,691,212

その他 △167,606

小計 2,559,834

利息及び配当金の受取額 108

法人税等の支払額 △2,211,351

営業活動によるキャッシュ・フロー 348,591

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 △315,660

建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出 △451,607

建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入 556,234

投資有価証券の取得による支出 △236,452

投資活動によるキャッシュ・フロー △447,486

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △620,949

自己株式の取得による支出 △300,093

その他 9

財務活動によるキャッシュ・フロー △921,032

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,019,927

現金及び現金同等物の期首残高 24,165,004

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,145,076
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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 
該当事項はありません。 
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「参考資料」 
前年同四半期に係る財務諸表 
 
（1）（要約）中間損益計算書 

（単位：千円、千円未満切捨） 

科  目 

前中間会計期間 
(自 平成20年２月21日

至 平成20年８月20日）

金  額 

Ⅰ 売上高 56,324,281

Ⅱ 売上原価 37,302,103

  売上総利益 19,022,178

Ⅲ 販売費及び一般管理費 14,880,589

  営業利益 4,141,588

Ⅳ 営業外収益 111,364

Ⅴ 営業外費用 2,172

  経常利益 4,250,780

Ⅵ 特別損失 1,203,688

税引前中間純利益 3,047,092

法人税、住民税及び事業税 1,478,000

法人税等調整額 △ 108,117

中間純利益 1,677,209
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（2）中間キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円、千円未満切捨） 

科  目 

前中間会計期間 
(自 平成20年２月21日

至 平成20年８月20日）

金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

1．税引前中間純利益 3,047,092

 2．減価償却費 346,567

 3．賞与引当金の増加額 29,546

 4．退職給付引当金の増加額 13,351

 5．役員退職慰労引当金の増加額 11,725

 6．受取利息及び受取配当金 △   64,409

 7．売上債権の増加額 △   73,895

8．たな卸資産の減少額 1,500,496

  9．仕入債務の減少額 △ 2,785,251

 10．その他 △   217,119

   小   計 1,808,101

 11．利息及び配当金の受取額 120

 12．法人税等の支払額 △ 2,043,027

   営業活動によるキャッシュ・フロー △   234,805

 

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 △  292,960

 2．建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出 △   594,001

 3．建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入 542,868

   投資活動によるキャッシュ・フロー △   344,093

 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 1．配当金の支払額 △  625,431

 2．自己株式の取得による支出 △  309,939

   財務活動によるキャッシュ・フロー △  935,371

 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 －

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額 △ 1,514,270

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 24,935,380

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 23,421,109
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商品別売上高 

（単位：千円、千円未満切捨、％） 

商 品 別 

前中間会計期間 

(自 平成20年２月21日

至 平成20年８月20日）

当第２四半期累計期間

(自 平成21年２月21日

至 平成21年８月20日）

増  減 

（参考） 

前事業年度 

平成21年２月期

売 上 高 売 上 高 売上高 増減率 売 上 高 

子 供 衣 料 19,845,675 19,771,504 △74,171 △0.4 43,685,333 

育 児 ・ 服 飾 雑 貨 27,721,226 28,533,839 812,612 2.9 54,495,558 

ベビー・マタニティー衣料 8,553,623 8,800,060 246,436 2.9 17,823,459 

そ の 他 203,755 182,579 △21,175 △10.4 379,655 

合 計 56,324,281 57,287,984 963,702 1.7 116,384,007 

（注）上記売上高には消費税等は含まれておりません。 




