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1.  平成22年5月期第1四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年8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5月期第1四半期 13,827 △8.4 40 △95.0 20 △97.6 △219 △151.3
21年5月期第1四半期 15,095 ― 818 ― 856 ― 427 ―

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5月期第1四半期 △7.86 ―
21年5月期第1四半期 15.32 ―

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5月期第1四半期 35,119 22,356 63.7 801.31
21年5月期 35,282 23,402 66.3 838.79

（参考） 自己資本   22年5月期第1四半期  22,356百万円 21年5月期  23,402百万円

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
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年5月期 ― ― ― 20.00 20.00
22年5月期 ―
22年5月期 

（予想）
― ― 20.00 20.00

3.  平成22年5月期の連結業績予想（平成21年6月1日～平成22年5月31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

31,100 △2.5 2,050 △23.0 2,050 △24.8 1,000 △27.7 35.84

通期 62,500 0.5 4,400 5.4 4,400 2.9 2,300 14.0 82.44
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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  無  

(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） 

(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 
・上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の実績等は、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
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5月期第1四半期 27,900,000株 21年5月期  27,900,000株
② 期末自己株式数 22年5月期第1四半期  67株 21年5月期  67株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年5月期第1四半期 27,899,933株 21年5月期第1四半期 27,899,942株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、在庫調整の一巡や国内経済対策の効果、アジアを

中心とした対外環境の改善により持ち直しの動きが見られるものの、依然として雇用や所得環境の悪化

が続く厳しい状況で推移いたしました。 

当社グループが属する婦人服カジュアル専門店業界は、梅雨明けの遅れによる降水量の多さや日照時

間の少なさ、各地での大雨等、天候不順の影響を受けました。加えて消費マインドの冷え込みととも

に、価格訴求への傾向が強まり大変厳しい経営環境が続きました。 

このような状況のなか、当社グループにおきましては、既存店の活性化に向けた施策を実施してまい

りました。既存のブランド展開を見直し、商品企画の充実を図ったほか、店舗にあっては、これまでの

品揃え型の店舗から提案型の店舗へ向け、商品企画・販促と売場の連携に注力してまいりました。店舗

展開に関しましては、積極的なスクラップアンドビルドを進めた結果、当第１四半期連結会計期間末に

おける国内店舗数は888店舗となりました。 

中国子会社である好麗姿（上海）服飾商貿有限公司（注）におきましては、当第１四半期連結会計期

間末における直営店舗数は111店舗となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間におきましては、売上高138億27百万円、営業利益40百万

円、経常利益20百万円、四半期純損失２億19百万円となりました。 

(注）好麗姿(上海)服飾商貿有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、日本語常用漢字で代用

しております。 

  

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総資産は、前連結会計年度末に比べて１億63百万円減少して

351億19百万円となりました。これは、現金及び預金が増加した一方で、売掛金やたな卸資産が減少し

たことによるものです。 

負債については、前連結会計年度末に比べて８億82百万増加して127億62百万円となりました。これ

は、短期借入金が減少する一方、長期借入金が増加したこと等によるものです。 

純資産については、前連結会計年度末に比べて10億45百万円減少して223億56百万となりました。こ

れは、利益剰余金が減少したこと等によるものであります。 

  

当連結会計年度の連結業績予想につきましては、平成21年７月６日公表の数値から変更はありませ
ん。 

  
    

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

【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

2. 連結財政状態に関する定性的情報

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

(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
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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８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５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,187,850 3,839,363

売掛金 2,501,474 3,792,048

たな卸資産 4,852,882 5,782,403

その他 995,704 791,556

貸倒引当金 △7,693 △7,976

流動資産合計 14,530,217 14,197,395

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,902,178 8,282,110

その他（純額） 3,129,269 3,196,363

有形固定資産合計 11,031,447 11,478,473

無形固定資産   

その他 98,666 106,376

無形固定資産合計 98,666 106,376

投資その他の資産   

差入保証金 9,012,138 9,085,053

その他 485,513 450,551

貸倒引当金 △38,955 △35,212

投資その他の資産合計 9,458,697 9,500,391

固定資産合計 20,588,811 21,085,241

資産合計 35,119,029 35,282,637

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,706,843 1,349,629

短期借入金 2,456,240 3,814,880

1年内返済予定の長期借入金 880,800 480,800

未払法人税等 180,678 381,213

店舗閉鎖損失引当金 － 8,211

ポイント引当金 3,377 －

その他 3,762,986 3,607,945

流動負債合計 8,990,927 9,642,678

固定負債   

長期借入金 2,937,200 1,422,400

退職給付引当金 719,475 694,689

その他 114,898 120,607

固定負債合計 3,771,574 2,237,697

負債合計 12,762,501 11,880,376
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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８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５月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,566,800 3,566,800

資本剰余金 3,944,306 3,941,880

利益剰余金 15,511,208 16,290,987

自己株式 △327 △327

株主資本合計 23,021,987 23,799,339

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,852 475

繰延ヘッジ損益 △630,608 △371,806

為替換算調整勘定 △36,704 △25,747

評価・換算差額等合計 △665,459 △397,078

純資産合計 22,356,527 23,402,261

負債純資産合計 35,119,029 35,282,637
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
  至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
  至 平成21年８月31日) 

売上高 15,095,172 13,827,047

売上原価 6,568,419 6,258,606

売上総利益 8,526,752 7,568,440

販売費及び一般管理費 7,708,114 7,527,808

営業利益 818,638 40,632

営業外収益   

受取利息 1,557 592

受取配当金 137 122

為替差益 － 2,446

受取地代家賃 11,383 16,339

受取補償金 8,423 －

デリバティブ評価益 33,815 －

雑収入 14,902 5,193

営業外収益合計 70,219 24,694

営業外費用   

支払利息 13,035 21,230

為替差損 15,543 －

デリバティブ評価損 － 11,289

雑損失 4,132 12,264

営業外費用合計 32,710 44,784

経常利益 856,146 20,543

特別利益   

貸倒引当金戻入額 714 172

特別利益合計 714 172

特別損失   

固定資産除却損 32,227 72,450

減損損失 13,301 143,065

その他 8,119 34,980

特別損失合計 53,647 250,495

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

803,213 △229,780

法人税、住民税及び事業税 424,124 107,104

法人税等調整額 △48,426 △117,531

法人税等合計 375,698 △10,427

四半期純利益又は四半期純損失（△） 427,515 △219,353
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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)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８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利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

803,213 △229,780

減価償却費 460,783 416,958

のれん償却額 3,629 －

減損損失 13,301 143,065

デリバティブ評価損益（△は益） △33,815 11,289

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33,724 24,785

貸倒引当金の増減額（△は減少） 992 3,585

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 3,377

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） － △8,211

受取利息及び受取配当金 △1,694 △715

支払利息 13,035 21,230

固定資産除却損 25,793 41,193

売上債権の増減額（△は増加） 498,737 1,282,424

たな卸資産の増減額（△は増加） 743,730 924,460

仕入債務の増減額（△は減少） △64,643 366,254

未払金の増減額（△は減少） 43,365 49,892

未払費用の増減額（△は減少） △244,905 △401,400

未払消費税等の増減額（△は減少） △106,862 82,400

未収消費税等の増減額（△は増加） 3,151 －

その他 203,156 42,515

小計 2,394,692 2,773,325

利息及び配当金の受取額 1,694 715

利息の支払額 △33,068 △7,299

法人税等の支払額 △1,348,413 △306,535

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,014,905 2,460,206

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 △499,837 △157,794

無形固定資産の取得による支出 △20,871 △4,519

投資有価証券の取得による支出 △150 △150

差入保証金の差入による支出 △230,147 △40,100

差入保証金の回収による収入 58,445 107,267

保険積立金の積立による支出 △9 △9

その他 － 121

投資活動によるキャッシュ・フロー △692,571 △95,185

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 2,775,100 57,000

短期借入金の返済による支出 △1,475,100 △1,414,000

長期借入れによる収入 － 2,000,000

長期借入金の返済による支出 △12,600 △85,200

割賦債務の返済による支出 △35,924 △7,602

リース債務の返済による支出 △2,350 △5,143

自己株式の取得による支出 △8 －

配当金の支払額 △976,498 △557,998

財務活動によるキャッシュ・フロー 272,619 △12,945

現金及び現金同等物に係る換算差額 8,403 △3,587

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 603,356 2,348,487

現金及び現金同等物の期首残高 1,980,677 3,779,363

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,584,034 6,127,850
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当第１四半期連結会計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日） 

 該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日）及び当第１四半期連結

累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日）において、全セグメントの売上高の合計及

び営業利益の金額の合計額に占める婦人衣料及び雑貨等の製造販売事業の割合が、いずれも90％を超え

るため、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】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日）及び当第１四半期連結

累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日）において、全セグメントの売上高の合計に

占める日本の割合が、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。 

  

【海外売上高】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年８月31日）及び当第１四半期連結

累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年８月31日）において、海外売上高が連結売上高の10％

未満のため、海外売上高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６月１日 至 平成21年８月31日） 

 該当事項はありません。 

  

【販売の状況】 

 品目別販売実績 

 
（注）１.上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

   ２.その他には、ＥＣ事業のポイント引当金繰入額が含まれております。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報

品目

当第１四半期連結会計期間

(自 平成21年６月１日

 至 平成21年８月31日)

金額(千円)
前年同四半期 

連結会計期間比(％)
構成比(％)

トップス 7,222,402 87.1 52.3

ボトムス 3,170,785 89.6 22.9

外衣 1,728,748 106.7 12.5

雑貨・その他（注）２ 1,705,110 104.0 12.3

合計 13,827,047 91.6 100.0
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