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1.  平成22年5月期第2四半期の連結業績（平成21年6月1日～平成21年11月30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2四半期 28,692 △10.0 1,433 △46.2 1,441 △47.2 507 △63.3
21年5月期第2四半期 31,885 ― 2,663 ― 2,727 ― 1,383 ―

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2四半期 18.19 ―
21年5月期第2四半期 49.57 ―

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2四半期 36,692 22,545 61.4 808.06
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2四半期  22,545百万円 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  有   

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）
― 10.00 10.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 57,500 △7.5 3,000 △28.1 3,000 △29.9 1,250 △38.0 44.80
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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2四半期 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2四半期  72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2四半期 27,899,932株 21年5月期第2四半期 27,899,938株

― 2 ―



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産の増加、エコポイント制度をはじめ
とする国内の各種経済対策の効果に加え、対外環境の改善により景気の持ち直しが報じられる一方
で、依然として厳しい所得・雇用環境や３年半ぶりとなるデフレ宣言を受け、先行きの不透明感が増
す状況で推移しました。 
 当社グループが属する婦人服カジュアル専門店業界は、変動の大きい気温や各地での大雨等の天候
不順の影響に加え、消費者の生活防衛意識の高まりにより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。まず、既存のブランド展開を見直し、商品企画の充実に取り組みました。また、ファッ
ション誌等への対応の一環として、プレスルームを新たに設け、タイアップ・リースの強化を進めま
した。新たな試みとして、自社ＣＭを制作し、当社の認知度の向上を図りつつ、新規顧客の開拓に努
めました。 
 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２四半期連結会計
期間末における国内店舗数は887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２四半期連結会計
期間末における直営店舗数は121店舗となりました。 
 以上の結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高286億92百万円（前年同期比
10.0％減）、営業利益14億33百万円（同46.2％減）、経常利益14億41百万円（同47.2％減）、四半期
純利益５億07百万円（同63.3％減）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２四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14億10百万円増加して
366億92百万円となりました。これは、現金及び預金等が増加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22億67百万円増加して141億47百万円となりました。
これは、未払法人税等が増加したことによるものです。 
 純資産については、前連結会計年度末に比べて８億57百万円減少して225億45百万円となりまし
た。これは、繰延ヘッジ損失等が増加したことによるものであります。 

  

 今後の見通しにつきましては、所得・雇用環境は依然として厳しく、消費マインドの落ち込みが続
くものと思われます。このため、平成21年７月６日の決算公表時に発表いたしました平成22年５月期
通期業績予想を修正しております。 
 なお、詳細につきましては、本日別途開示いたします「通期業績予想の修正および配当予想の修正
に関するお知らせ」をご参照下さい。 

      
  

 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２四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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 6,394,503 3,839,363

売掛金 2,997,769 3,792,048

たな卸資産 5,672,080 5,782,403

その他 1,445,018 791,556

貸倒引当金 △7,980 △7,976

流動資産合計 16,501,391 14,197,395

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,701,979 8,282,110

その他（純額） 3,055,673 3,196,363

有形固定資産合計 10,757,653 11,478,473

無形固定資産   

その他 92,898 106,376

無形固定資産合計 92,898 106,376

投資その他の資産   

差入保証金 8,908,572 9,085,053

その他 472,425 450,551

貸倒引当金 △39,963 △35,212

投資その他の資産合計 9,341,034 9,500,391

固定資産合計 20,191,586 21,085,241

資産合計 36,692,977 35,282,637

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,742,259 1,349,629

短期借入金 2,452,800 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 939,871 381,213

店舗閉鎖損失引当金 － 8,211

ポイント引当金 3,795 －

その他 4,682,690 3,607,945

流動負債合計 10,702,217 9,642,678

固定負債   

長期借入金 2,582,000 1,422,400

退職給付引当金 757,198 694,689

その他 106,538 120,607

固定負債合計 3,445,736 2,237,697

負債合計 14,147,954 11,880,376
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年11月30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 16,238,186 16,290,987

自己株式 △330 △327

株主資本合計 23,748,962 23,799,339

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,228 475

繰延ヘッジ損益 △1,131,742 △371,806

為替換算調整勘定 △69,969 △25,747

評価・換算差額等合計 △1,203,940 △397,078

純資産合計 22,545,022 23,402,261

負債純資産合計 36,692,977 35,282,637
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 31,885,804 28,692,948

売上原価 13,393,799 12,247,229

売上総利益 18,492,004 16,445,719

販売費及び一般管理費 15,828,499 15,011,828

営業利益 2,663,505 1,433,891

営業外収益   

受取利息 1,821 716

受取配当金 199 180

為替差益 99,539 43,892

受取地代家賃 23,086 31,893

受取補償金 19,773 6,500

雑収入 24,596 16,815

営業外収益合計 169,016 99,998

営業外費用   

支払利息 31,416 39,610

貸倒引当金繰入額 － 20,150

デリバティブ評価損 58,507 24,108

雑損失 15,145 8,857

営業外費用合計 105,069 92,726

経常利益 2,727,452 1,441,162

特別利益   

貸倒引当金戻入額 3,916 8,866

固定資産売却益 769 1,118

特別利益合計 4,686 9,985

特別損失   

固定資産売却損 69 －

固定資産除却損 83,727 129,931

減損損失 19,543 162,558

その他 12,637 54,115

特別損失合計 115,976 346,605

税金等調整前四半期純利益 2,616,162 1,104,543

法人税、住民税及び事業税 1,473,678 843,433

法人税等調整額 △240,606 △246,514

法人税等合計 1,233,072 596,918

四半期純利益 1,383,090 507,624
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30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 2,616,162 1,104,543

減価償却費 972,847 839,664

のれん償却額 7,258 －

減損損失 19,543 162,558

デリバティブ評価損益（△は益） 58,507 24,108

退職給付引当金の増減額（△は減少） 71,670 62,509

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,762 5,284

ポイント引当金の増減額（△は減少） － 3,795

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 △2,021 △896

支払利息 31,416 39,610

固定資産売却損益（△は益） △700 △1,118

固定資産除却損 69,013 76,579

売上債権の増減額（△は増加） △729,337 763,700

たな卸資産の増減額（△は増加） △634,507 89,456

仕入債務の増減額（△は減少） 394,005 424,134

未払金の増減額（△は減少） 54,066 100,097

未払費用の増減額（△は減少） 135,447 △258,351

未払消費税等の増減額（△は減少） △176,252 △11,135

未収消費税等の増減額（△は増加） 4,055 －

その他 65,923 13,870

小計 2,963,862 3,430,199

利息及び配当金の受取額 2,021 896

利息の支払額 △51,597 △33,604

法人税等の支払額 △1,311,981 △280,683

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,602,305 3,116,807

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 △60,000

定期預金の払戻による収入 30,000 60,000

有形固定資産の取得による支出 △997,868 △331,299

有形固定資産の売却による収入 1,800 1,173

無形固定資産の取得による支出 △53,252 △9,894

無形固定資産の売却による収入 － 50

投資有価証券の取得による支出 △300 △300

差入保証金の差入による支出 △585,356 △136,623

差入保証金の回収による収入 144,527 298,173

保険積立金の積立による支出 △19 △19

その他 － △384

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,490,470 △179,124
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（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年６月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年11月30日) 

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 3,869,180 1,055,840

短期借入金の返済による支出 △1,607,998 △2,411,680

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 △95,200 △440,400

割賦債務の返済による支出 △58,928 △7,602

リース債務の返済による支出 △7,427 △10,309

自己株式の取得による支出 △9 △2

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 1,123,117 △372,154

現金及び現金同等物に係る換算差額 7,872 △10,388

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,242,823 2,555,140

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 3,223,501 6,334,503
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当第２四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30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２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日）及び当第２四半期連結

累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30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２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日）及び当第２四半期連結

累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30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２四半期連結累計期間（自 平成20年６月１日 至 平成20年11月30日）及び当第２四半期連結

累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30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２四半期連結累計期間（自 平成21年６月１日 至 平成21年11月30日） 

 該当事項はありません。 

  

(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
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【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。 

  

 
（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。 

  

6. その他の情報

品目

当第２四半期連結会計期間

(自 平成21年９月１日

 至 平成21年11月30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 7,483,075 86.5 50.3

ボトムス 2,796,321 104.0 18.8

外衣 2,985,288 86.0 20.1

雑貨・その他（注）２ 1,601,216 80.7 10.8

合計 14,865,901 88.5 100.0

品目

当第２四半期連結累計期間

(自 平成21年６月１日

 至 平成21年11月30日)

金額(千円)
前年同四半期 

連結累計期間比(％)
構成比(％)

トップス 14,705,478 86.8 51.3

ボトムス 5,967,107 95.8 20.8

外衣 4,714,036 92.6 16.4

雑貨・その他（注）２ 3,306,326 91.2 11.5

合計 28,692,948 90.0 100.0
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