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1.  平成22年2月期第3四半期の業績（平成21年2月21日～平成21年11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3四半期 89,723 ― 7,389 ― 7,579 ― 4,337 ―
21年2月期第3四半期 88,855 5.9 7,874 △7.9 8,052 △7.4 3,867 △23.0

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3四半期 63.26 ―
21年2月期第3四半期 55.80 55.78

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3四半期 67,638 44,089 64.8 643.97
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3四半期  43,832百万円 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
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3四半期 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3四半期  1,522,576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3四半期 68,572,856株 21年2月期第3四半期 69,302,571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。 

㈱西松屋チェーン（7545）　平成22年２月期　第３四半期決算短信（非連結）

2



㈱西松屋チェーン（7545） 平成 22 年２月期 第３四半期決算短信（非連結） 

3 

【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３四半期累計期間におけるわが国経済は、企業収益や雇用情勢の悪化、設備投資の抑制、加えて個人消費の冷え込

みなど国内経済は依然として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３四半期累計期間においても郊外を中心に44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、44店のうち19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３四半期末の店舗数は695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うえに、梅雨明けの大

幅な遅れや暖冬など天候面での要因も加わり、ベビー・子供のアウトウェアなどで苦戦いたしました。雑貨部門におきま

しては、大型育児用品はやや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前年同期比で4.0％の増加にとどまりましたが、売上総利

益率につきましては前年同期から1.1％アップと予想を上回る改善が見られました。これは主に直輸入商品の売上高構成

比の上昇や為替の円高などにより値入率が改善されたことなどによります。 

また販売費及び一般管理費におきましても、前年同期比で 7.4%の増加となりましたが、人件費や光熱費などを中心に

さらなるコスト削減に取り組み、計画の範囲内に抑制いたしました。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は 897 億２千３百万円（前年同期比 101.0％）、営業利益は 73 億８千９百

万円（前年同期比 93.8％）、経常利益は 75 億７千９百万円（前年同期比 94.1％）となりました。なお、四半期純利益に

つきましては 43 億３千７百万円となりましたが、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 112.2％と大幅な増益となりました。 

当第３四半期末店舗数695店舗の地域別の状況は、北海道地区29店舗、東北地区60店舗、関東地区186店舗、中部地区117

店舗、近畿地区136店舗、中国地区48店舗、四国地区25店舗、九州・沖縄地区94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３四半期末における総資産は676億３千８百万円と前期末から28億５千２百万円の増加となりました。これは、

主に商品が８億９千万円増加したことや売掛金が６億７千８百万円増加したことおよび現金及び預金で６億４千万円

増加したことなどによります。 

当第３四半期末における負債は235億４千８百万円と前期末から４億８千万円の増加となりました。これは、主に支

払手形及び買掛金が４億４千８百万円増加したことなどによります。 

当第３四半期末における純資産は440億８千９百万円と前期末から23億７千２百万円の増加となりました。これは、

主に四半期純利益43億３千７百万円による増加の一方、配当金の支払額11億６千９百万円および自己株式の取得によ

る８億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３四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、36億８千７百万円の増加（前年同期比27億９

千２百万円増）となりました。これは、主に税引前四半期純利益が75億７千８百万円となったことや、仕入債務の増加

４億４千８百万円による増加の一方で、たな卸資産の増加８億８百万円による減少や法人税等の支払額が40億９千万円

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、７億７千７百万円の減少（前年同期比３億３千７百万円減）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８億３千７百万円あった一方で、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８億４千３百万円や有形固定資産の取得による支出が５億３千５百万円あっ

たこと、また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、19億６千９百万円の減少（前年同期比２億８千万円減）となりました。

これは、配当金の支払額11億６千９百万円および自己株式取得による支出８億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９億４千万円増加し、251億５百万円となりました。 

※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３四半期会計期間末 
(平成21年11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 24,226,404 23,585,552

売掛金 1,405,648 726,768

商品 16,987,008 16,096,900

未着商品 272,856 354,086

預け金 878,850 579,451

その他 2,184,778 2,083,781

流動資産合計 45,955,545 43,426,541

固定資産   

有形固定資産 4,950,821 4,821,945

無形固定資産 85,715 92,531

投資その他の資産   

建設協力金 11,790,383 12,010,862

その他 4,855,771 4,433,758

投資その他の資産合計 16,646,155 16,444,620

固定資産合計 21,682,692 21,359,097

資産合計 67,638,238 64,785,639

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,408,497 15,959,663

未払法人税等 1,432,070 2,311,450

賞与引当金 681,055 410,244

設備関係支払手形 337,184 342,647

その他 4,214,105 3,561,229

流動負債合計 23,072,912 22,585,235

固定負債   

退職給付引当金 284,962 277,894

役員退職慰労引当金 185,850 199,500

その他 4,940 5,755

固定負債合計 475,752 483,150

負債合計 23,548,665 23,068,385
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成21年11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 40,432,917 37,264,917

自己株式 △1,430,716 △630,624

株主資本合計 43,846,941 41,479,035

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △11,311 △341

繰延ヘッジ損益 △2,703 10,004

評価・換算差額等合計 △14,015 9,662

新株予約権 256,645 228,555

純資産合計 44,089,572 41,717,253

負債純資産合計 67,638,238 64,785,639
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(2)【四半期損益計算書】 
【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年11月20日) 

売上高 89,723,484

売上原価 57,730,029

売上総利益 31,993,455

販売費及び一般管理費 24,604,081

営業利益 7,389,373

営業外収益  

受取利息 99,544

期日前決済割引料 71,333

その他 23,643

営業外収益合計 194,521

営業外費用  

支払手数料 3,808

その他 167

営業外費用合計 3,975

経常利益 7,579,918

特別損失  

有形固定資産除却損 1,532

リース解約損 369

特別損失合計 1,902

税引前四半期純利益 7,578,016

法人税、住民税及び事業税 3,212,000

法人税等調整額 28,257

法人税等合計 3,240,257

四半期純利益 4,337,759
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【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年８月21日 
 至 平成21年11月20日) 

売上高 32,435,499

売上原価 20,176,271

売上総利益 12,259,228

販売費及び一般管理費 8,564,996

営業利益 3,694,231

営業外収益  

受取利息 33,985

期日前決済割引料 23,349

その他 5,724

営業外収益合計 63,059

営業外費用  

支払手数料 1,573

その他 61

営業外費用合計 1,634

経常利益 3,755,656

特別損失  

有形固定資産除却損 404

特別損失合計 404

税引前四半期純利益 3,755,251

法人税、住民税及び事業税 1,676,000

法人税等調整額 △90,366

法人税等合計 1,585,633

四半期純利益 2,169,617
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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３四半期累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年11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 7,578,016

減価償却費 524,302

賞与引当金の増減額（△は減少） 270,810

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,067

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,650

受取利息及び受取配当金 △99,647

売上債権の増減額（△は増加） △678,879

たな卸資産の増減額（△は増加） △808,877

仕入債務の増減額（△は減少） 448,850

その他 550,424

小計 7,778,418

利息及び配当金の受取額 116

法人税等の支払額 △4,090,820

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,687,715

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 △535,315

建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出 △843,762

建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入 837,916

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 △777,612

財務活動によるキャッシュ・フロー  

配当金の支払額 △1,169,759

自己株式の取得による支出 △800,103

その他 9

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,969,852

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） 940,249

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 25,105,254

㈱西松屋チェーン（7545）　平成22年２月期　第３四半期決算短信（非連結）

9



㈱西松屋チェーン（7545） 平成 22 年２月期 第３四半期決算短信（非連結） 

10 

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 

当社は、平成 21 年４月１日開催の取締役会決議により 299,998 千円（393,000 株）の自己株式を取得し、また平成

21 年 9 月 24 日開催の取締役会決議により 499,968 千円（534,900 株）の自己株式を取得しております。 
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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 

（単位：千円、千円未満切捨） 

科  目 

前年同四半期累計期間

(自 平成20年２月21日

至 平成20年11月20日）

金  額 

Ⅰ 売上高 88,855,442

Ⅱ 売上原価 58,079,726

  売上総利益 30,775,715

Ⅲ 販売費及び一般管理費 22,901,714

  営業利益 7,874,000

Ⅳ 営業外収益 181,986

Ⅴ 営業外費用 3,561

  経常利益 8,052,426

Ⅵ 特別損失 1,205,035

  税引前四半期純利益 6,847,390

法人税、住民税及び事業税 3,187,000

法人税等調整額 △206,786

四半期純利益 3,867,176
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（2）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円、千円未満切捨） 

科  目 

前年同四半期累計期間

(自 平成20年２月21日

至 平成20年11月20日）

金  額 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

1．税引前四半期純利益 6,847,390

 2．減価償却費 529,520

 3．賞与引当金の増加額 235,656

 4．退職給付引当金の増加額 17,392

 5．役員退職慰労引当金の増加額 17,587

 6．受取利息及び受取配当金 △   97,373

 7．売上債権の増加額 △  838,881

8．たな卸資産の増加額 △   749,972

  9．仕入債務の減少額 △  1,733,496

 10．その他 190,965

   小   計 4,418,787

 11．利息及び配当金の受取額 134

 12．法人税等の支払額 △ 3,523,556

   営業活動によるキャッシュ・フロー 895,365

 

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 △  396,148

 2．建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出 △    867,695

 3．建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入 823,565

   投資活動によるキャッシュ・フロー △    440,278

 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

 1．配当金の支払額 △ 1,178,966

 2．自己株式の取得による支出 △  509,914

 3．その他 12

   財務活動によるキャッシュ・フロー △ 1,688,867

 

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 △ 1,233,781

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四半期末残高 23,701,599
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（3）商品別売上高 

（単位：千円、千円未満切捨、％） 

商 品 別 

前年同四半期累計期間

(自 平成20年２月21日

至 平成20年11月20日）

当第３四半期累計期間

(自 平成21年２月21日

至 平成21年11月20日）

増  減 

（参考） 

前事業年度 

平成21年２月期

金 額 金 額 金 額 増減率 金 額 

子 供 衣 料 33,376,487 32,734,811 △641,675 △1.9 43,685,333 

育 児 ・ 服 飾 雑 貨 41,689,207 42,936,281 1,247,073 3.0 54,495,558 

ベビー・マタニティー衣料 13,489,053 13,778,260 289,207 2.1 17,823,459 

そ の 他 300,693 274,130 △26,563 △8.8 379,655 

合 計 88,855,442 89,723,484 868,042 1.0 116,384,007 

（注）上記売上高には消費税等は含まれておりません。 

 

 

 

６．その他の情報 

平成 21 年 12 月 24 日を買付開始日として、新たに自己株式の取得を 300 千株もしくは 200 百万円（上限）程度行な

うことを平成 21 年 12 月 18 日開催の取締役会議にて決議いたしました。 

 

 




