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1.  平成22年2月期第3四半期の業績（平成21年3月1日～平成21年11月30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 16,905 ― 600 ― 742 ― 306 ―

21年2月期第3四半期 17,506 0.8 530 △30.6 665 △25.0 572 △24.1

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 12.59 ―

21年2月期第3四半期 23.45 ―

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 11,697 5,441 46.5 223.21
21年2月期 13,595 5,178 38.1 212.36

（参考） 自己資本   22年2月期第3四半期  5,441百万円 21年2月期  5,178百万円

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 ― 0.00 ― 2.00 2.00
22年2月期 ― 0.00 ―

22年2月期 
（予想）

2.00 2.00

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 22,600 △4.4 500 2.9 650 △1.8 200 4.9 8.20



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 有

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 24,470,822株 21年2月期  24,470,822株

② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期  90,114株 21年2月期  86,575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 24,382,222株 21年2月期第3四半期 24,391,190株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

・本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、
今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
・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。 



当第３四半期会計期間におけるわが国経済は回復基調にはあるものの、急激な円高およびデフレ経済の影響な

どもあり、依然として雇用・所得環境は厳しさを増しており、先行き不透明なまま推移しました。 

このようななか、当社は引き続き客数減対策として値頃感のある高付加価値商品として開発した“マンスリー

パワーアイテム”を展開し、売上点数は好調に推移しましたが、低価格志向による客単価の低下を補えず、既存

店は売上高前年同四半期に対して9.2％の減少となりました。 

商品面では、ファッション性に着心地や扱いやすさを高める機能を加えたストレッチ仕様のスーツを９月に新

規投入し、ウォッシャブルのスーツとともに好調に推移いたしました。 

店舗面では、出退店は無く、当第３四半期会計期間末店舗数は261店舗（前年同期比３店舗減）となりました。

以上の結果、当第３四半期会計期間の売上高は、59億７千万円、営業利益は４億７千８百万円、経常利益は５

億３千万円、四半期純利益は２億６千万円となりました。 

  

また、当第３四半期累計期間の売上高は、169億５百万円（前年同期比3.4％減）、営業利益は６億円（同

13.1％増）、経常利益は７億４千２百万円（同11.6％増）、四半期純利益は３億６百万円（同46.3％減）となり

ました。 

なお、前年同期比増減率は参考として記載しております。 

  

平成22年２月期第１四半期及び第２四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成22年２月期第

１四半期決算短信（非連結）（平成21年７月８日開示）及び第２四半期決算短信（非連結）（平成21年10月９日

開示）をご参照ください。 

  

  

資産、負債及び純資産の状況 

資産の部は、前事業年度末に対して18億９千８百万円減少し、116億９千７百万円となりました。主な要因

は、流動資産で売掛金が季節的要因により６億９千万円増加しましたが、現金及び預金で17億６千５百万円、商

品で２億８千８百万円減少、また固定資産では有形固定資産で２億２千万円、投資その他の資産で１億８千７百

万円それぞれ減少したこと等によるものであります。 

負債の部は、前事業年度末に対して21億６千１百万円減少し、62億５千５百万円となりました。主な要因は、

支払手形及び買掛金が17億４千４百万円、長・短借入金が４億２千１百万円それぞれ減少したこと等によるもの

であります。 

なお、現金及び預金、支払手形及び買掛金の減少には、前事業年度末日が休日であった影響が含まれておりま

す。 

純資産の部は、前事業年度末に対して２億６千３百万円増加し、54億４千１百万円となりました。主な要因

は、利益剰余金が２億５千８百万円増加したこと等によるものであります。 

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報



キャッシュ・フローの状況  

当第３四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より17億６千５百万円減少し、15億５

千５百万円となりました。 

当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、12億４千２百万円の支出となりました。これは税引前四半期純利益

７億２百万円および非資金的費用の減価償却費３億５千万円の計上、たな卸資産の減少２億９千１百万円によ

る収入と、仕入債務の減少17億４千４百万円の支出等によるものです。 

なお、仕入債務の減少には前事業年度末日が金融機関の休日だったため、実際の決済日に処理をおこなった

17億２千３百万円が含まれております。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フロ－は、３千万円の支出となりました。これは敷金及び保証金の回収を１億

９千６百万円しましたが、新規出店等による有形固定資産を１億７千８百万円取得と敷金及び保証金の差入を

３千３百万円したこと等によるものです。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、４億９千２百万円の支出となりました。これは長期借入金を純額で

４億２千１百万円返済、および配当金の支払を４千８百万円したこと等によるものです。 

  

 当事業年度の業績予想につきましては、平成21年10月９日公表の数値から変更はありません。 

  

  

①簡便な会計処理 

該当事項はありません。 

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

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。 

②棚卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、個別法による原価法によっておりましたが、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）が適用さ

れたことに伴い、個別法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）により算出しております。 

これにより、当第３四半期累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益がそれぞれ

29百万円減少しております。 

③表示方法の変更 

従来、店舗閉鎖に伴い発生する損失見込額については、「退店損失引当金」として表示しておりましたが、

ＸＢＲＬの導入に伴い、第１四半期会計期間より「店舗閉鎖損失引当金」として表示しております。 

  

３．業績予想に関する定性的情報

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

（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



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30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 1,555,524 3,320,674

売掛金 1,802,493 1,112,006

商品 2,620,861 2,909,641

貯蔵品 49,226 51,605

繰延税金資産 129,266 166,921

その他 272,118 288,349

貸倒引当金 △13,324 △3,331

流動資産合計 6,416,167 7,845,866

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 318,186 414,843

機械及び装置（純額） 8,823 12,049

器具及び備品（純額） 412,365 527,153

その他（純額） 835 6,444

有形固定資産合計 740,210 960,491

無形固定資産 185,775 246,055

投資その他の資産   

関係会社株式 143,718 123,971

賃貸不動産（純額） 10,183 13,199

差入保証金 602,519 748,227

敷金 3,557,054 3,604,227

繰延税金資産 180,606 174,826

その他 296,314 337,015

貸倒引当金 △434,908 △458,004

投資その他の資産合計 4,355,487 4,543,463

固定資産合計 5,281,473 5,750,009

資産合計 11,697,640 13,595,876

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,517,240 5,262,004

短期借入金 483,742 697,836

未払法人税等 342,425 339,706

賞与引当金 19,113 100,300

店舗閉鎖損失引当金 31,261 55,917

その他 1,057,206 942,921

流動負債合計 5,450,989 7,398,685

固定負債   

長期借入金 585,730 793,007

退職給付引当金 20,189 21,179

その他 198,834 204,782

固定負債合計 804,753 1,018,968

負債合計 6,255,742 8,417,653



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年11月30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 2,000,000 2,000,000

資本剰余金 568,462 568,508

利益剰余金 2,913,598 2,655,423

自己株式 △22,988 △22,526

株主資本合計 5,459,072 5,201,405

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16,695 △21,683

繰延ヘッジ損益 △479 △1,500

評価・換算差額等合計 △17,174 △23,183

純資産合計 5,441,898 5,178,222

負債純資産合計 11,697,640 13,595,876



（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３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 16,905,578

売上原価 6,756,907

売上総利益 10,148,670

販売費及び一般管理費 9,548,461

営業利益 600,208

営業外収益  

不動産賃貸料 364,841

その他 92,853

営業外収益合計 457,695

営業外費用  

不動産賃貸費用 259,179

その他 55,914

営業外費用合計 315,093

経常利益 742,810

特別利益  

前期損益修正益 3,197

貸倒引当金戻入額 23,096

転貸借契約解約益 4,640

店舗閉鎖損失引当金戻入額 8,292

特別利益合計 39,225

特別損失  

減損損失 67,143

賃貸借契約解約損 12,503

その他 0

特別損失合計 79,647

税引前四半期純利益 702,388

法人税、住民税及び事業税 258,264

過年度法人税等 120,760

法人税等調整額 16,420

法人税等合計 395,445

四半期純利益 306,943



（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９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 5,970,576

売上原価 2,321,626

売上総利益 3,648,949

販売費及び一般管理費 3,170,070

営業利益 478,879

営業外収益  

不動産賃貸料 119,873

その他 28,154

営業外収益合計 148,027

営業外費用  

不動産賃貸費用 82,965

その他 13,912

営業外費用合計 96,877

経常利益 530,029

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,821

店舗閉鎖損失引当金戻入額 225

特別利益合計 6,046

特別損失  

賃貸借契約解約損 8,215

特別損失合計 8,215

税引前四半期純利益 527,860

法人税、住民税及び事業税 206,892

過年度法人税等 120,760

法人税等調整額 △60,664

法人税等合計 266,987

四半期純利益 260,873



（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３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  

税引前四半期純利益 702,388

減価償却費 350,684

減損損失 67,143

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,103

賞与引当金の増減額（△は減少） △81,186

退職給付引当金の増減額（△は減少） △990

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △24,655

賃貸借契約解約損 12,503

有形固定資産除却損 2,892

受取利息及び受取配当金 △6,314

支払利息 22,020

売上債権の増減額（△は増加） △690,487

たな卸資産の増減額（△は増加） 291,158

仕入債務の増減額（△は減少） △1,744,763

未払消費税等の増減額（△は減少） 59,240

その他 178,256

小計 △875,212

法人税等の支払額 △367,308

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,242,521

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 △178,076

無形固定資産の取得による支出 △7,822

貸付金の回収による収入 3,750

敷金及び保証金の差入による支出 △33,234

敷金及び保証金の回収による収入 196,609

その他の資産取得による支出 △11,767

長期預り保証金の返還による支出 △29,400

長期預り保証金の受入による収入 23,552

利息及び配当金の受取額 6,291

投資活動によるキャッシュ・フロー △30,097

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 500,000

短期借入金の返済による支出 △500,000

長期借入れによる収入 170,000

長期借入金の返済による支出 △591,371

自己株式の増減額（△は増加） △508

利息の支払額 △21,712

配当金の支払額 △48,939

財務活動によるキャッシュ・フロー △492,531

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,765,150

現金及び現金同等物の期首残高 3,320,674

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,555,524



 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。 

  

 該当事項はありません。 

  

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記



「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 

前第３四半期累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成21年２月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  17,506,794

Ⅱ 売上原価  6,956,998

売上総利益  10,549,796

Ⅲ 販売費及び一般管理費  10,018,884

営業利益  530,911

Ⅳ 営業外収益  475,624

Ⅴ 営業外費用  340,959

経常利益  665,576

Ⅵ 特別利益  64,705

Ⅶ 特別損失  134,324

税引前四半期純利益  595,957

法人税、住民税及び事業税  82,000

法人税等調整額 △58,080

四半期純利益  572,037



前第３四半期累計期間（平成20年３月１日～11月30日） 

  

（２）（要約）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成21年２月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

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  595,957

２.減価償却費  475,515

３.減損損失  115,051

４.貸倒引当金の減少額 △34,224

５.賞与引当金の増加額  52,300

６.厚生年金基金脱退損失引当金の減少額 △18,000

７.賃貸借契約解約損  7,826

８.固定資産除却損  12,135

９.受取利息及び配当金 △8,257

10.支払利息  31,546

11.売上債権の増加額 △1,075,908

12.たな卸資産の増加額 △1,293,703

13.仕入債務の増加額  2,094,012

14.未払消費税等の減少額 △129,076

15.その他 △34,978

小計  790,198

16.法人税等の支払額 △103,267

営業活動によるキャッシュ・フロー  686,930

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 △447,360

２.無形固定資産の取得による支出 △17,438

３.貸付金の回収による収入  3,750

４.保証金敷金の差入による支出  △248,460

５.保証金敷金の返還による収入  402,614

６.その他資産の取得による支出 △54,818

７.預り保証金の返還による支出 △31,700

８.預り保証金の受入による収入  10,500

９.利息及び配当金の受取額  8,257

投資活動によるキャッシュ・フロー △374,656

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

１.短期借入金の返済による支出 △105,620

２.長期借入による収入  100,000

３.長期借入金の返済による支出 △358,371

４.自己株式の取得・売却による収支 △2,702

５.利息の支払額 △31,502

６.配当金の支払額 △120,236

財務活動によるキャッシュ・フロー △518,431

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △206,157

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,089,617

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,883,460



商品別売上高  

 （注）１．その他衣料等はスカート、ワンピースほか、クレジットカード会員獲得に伴う手数料収入、修理代収入

等であります。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

６．その他の情報

前年同四半期 

   （平成21年２月期  

   第３四半期累計期間） 

当四半期 

   （平成22年２月期 

   第３四半期累計期間）  

（参考） 

平成21年２月期  

  金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％）

重衣料  6,564,483 37.5 6,153,569 36.4  8,548,655 36.2

中衣料  1,186,074 6.8 1,095,412 6.5  2,328,103 9.8

軽衣料  9,312,742 53.2 9,121,118 53.9  12,182,931 51.5

その他衣料等  443,493 2.5 535,478 3.2  590,582 2.5

合計  17,506,794 100.0 16,905,578 100.0  23,650,272 100.0
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