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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3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2月期第3四半期 19,801 ― 70 ― 11 ― 168 ―

21年2月期第3四半期 19,967 8.2 140 △75.7 146 △75.1 △1,601 ―

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 957.00 ―

21年2月期第3四半期 △9,073.34 ―

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 21,499 8,751 36.2 44,159.73
21年2月期 21,993 8,997 35.7 44,451.61

（参考） 自己資本   22年2月期第3四半期  7,793百万円 21年2月期  7,844百万円

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 ― 800.00 ― 800.00 1,600.00
22年2月期 ― 800.00 ―

22年2月期 
（予想）

800.00 1,600.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（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）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

通期 29,672 4.6 819 ― 716 952.9 232 ― 1,314.60
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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  

[（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。] 

(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  有  
[（注）詳細は、5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) 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） 

[（注）詳細は、5ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。] 

(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 

１．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
２．上記予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、リスクや不確定要素の要因が含まれております。実際の業
績は、今後様々な要因により、これらの業績見通しとは異なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 176,480株 21年2月期  176,480株

② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期  ―株 21年2月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第3四半期 176,480株 21年2月期第3四半期 176,480株
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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日)におけるわが国経済は、昨

年よりの世界的な金融危機による景気低迷が続く中、政府の景気刺激策により、一部の企業に景況感の底

打ちの兆候がみられるものの、多くの企業において収益の悪化が続き、雇用情勢も厳しさが増す中で個人

消費も低迷する等、引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

 当グループの主要な関連業界である百貨店を含む小売業界におきましても、消費マインドの低下は著し

く、集客及び売上に大きな影響を与えております。  

 このような状況のもと、当グループは、効果的な店舗展開とプロモーション活動及び商品戦略などによ

り、ブランド価値の向上に努めてまいりました。  

  

 この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は198億１百万円(前年同期比0.8％減)、売上総利益は

117億62百万円(前年同期比1.0％増)、営業利益は70百万円(前年同期比49.8％減)、経常利益は11百万円

(前年同期比92.0％減)、第１四半期決算において特別損失で投資有価証券評価損等を計上したものの、繰

延税金資産を計上いたしました結果、四半期純利益は1億68百万円(前年同期は16億1百万円の損失)となり

ました。 

 事業の種類別セグメントの状況を示すと、次のとおりであります。 

  

バッグ部門においては新規出店11店舗(退店８店舗)、ジュエリー部門においては新規出店５店舗(退

店５店舗)を行いました結果、バッグ部門・ジュエリー部門の売上高はそれぞれ、99億81百万円(前年同

期比4.6％減)、13億19百万円(前年同期比5.1％増)となりました。  

 アパレル部門においては、ブランド及び店舗の再構築により、新規出店13店舗(退店７店舗)を行いま

した結果、売上高は26億31百万円(前年同期比11.8％減)となりました。  

 この結果、その他部門の売上高６億61百万円(前年同期比20.1％増)を加えた当該事業セグメントの売

上高(セグメント間取引相殺消去後)は145億93百万円(前年同期比4.3％減)、営業利益は２億92百万円

(前年同期比5.2％減)となりました。  

インターネットビジネスにおいては、当社の連結子会社であるスタイライフ株式会社におきまして

は、連結子会社の業績寄与により売上は増収となりました。 

 一方では、ＫＤＤＩ㈱及び沖縄セルラー電話㈱と共同で新たなファッションＥＣサイト『au one 

Brand Garden』の開設など中長期的な成長戦略への投資を先行いたしました。  

 この結果、売上高(セグメント間取引相殺消去後)は52億８百万円(前年同期比10.5％増)、営業損失は

2億22百万円(前年同期比56百万円の損失の増加)となりました。  

  

※なお前年同期比較に関しては、参考として記載しております。 

  

総資産は、前連結会計年度末と比較して４億94百万円減少しております。これは主に、製品が６億96

・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

① ファッションブランドビジネス

② インターネットビジネス

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(1) 資産、負債及び純資産の状況
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百万円、受取手形及び売掛金が２億16百万円増加した一方、現金及び預金が10億７百万円減少したこ

と等によるものであります。  

 総負債は、前連結会計年度末と比較して２億47百万円減少しております。これは主に、支払手形及び

買掛金が４億31百万円、短期借入金が７億49百万円増加した一方、長期借入金が９億22百万円減少した

こと等によるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度末と比較して２億46百万円減少しております。これは主に、少数株主持分

が減少したこと等によるものであります。 

  

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という)は、前連結会計年度

末に比べ、９億87百万円減少し、28億30百万円となりました。  

 当第３四半期連結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。 

 営業活動の結果得られた資金は、１億44百万円となりました。  

これは、税金等調整前四半期純損失13億44百万円等の支出要因を、減価償却費５億69百万円及び投資

有価証券評価損10億62百万円等の収入要因が上回ったことによるものであります。  

投資活動の結果使用した資金は、有形固定資産の取得による支出３億76百万円等により、６億67百

万円となりました。 

財務活動の結果使用した資金は、短期借入金の純増減額の収入７億49百万円と長期借入金の返済に

よる支出10億９百万円等により、４億64百万円となりました。 

  

  

今後の経済の見通しにつきましては、世界的な金融危機に端を発した景気後退により経営環境がよりい

っそう厳しいものとなってきております。 また、個人消費の低下はいっそう強まり、依然として厳しい

経営環境が続くと思われます。  

 このような状況のもと、当グループといたしましては、魅力的なデザインと確かな品質の商品の提供、

話題性のあるプロモーション活動などの経営戦略をベースに成長性を維持するとともに、当グループの企

業価値を継続的に拡大していくことを目指してまいります。  

 平成22年２月期の連結業績見通しにつきましては、プロモーション活動・商品戦略を積極的に推進する

とともに、アパレル事業の再構築及び経費の有効活用を図り、連結売上高296億72百万円、連結営業利益

８億19百万円、連結経常利益７億16百万円、当期純利益２億32百万円とし、現時点では平成21年４月15日

に公表しました連結業績予想の変更はございません。 

  

  

(2) キャッシュ・フローの状況

① 営業活動によるキャッシュ・フロー

② 投資活動によるキャッシュ・フロー

③ 財務活動によるキャッシュ・フロー

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

  

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度末

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。  

 また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価

額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定する方法によっております。 

  

  

① 当連結会計年度より「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

期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 第１四半期連結会計期間より「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、主として移動平均法による原価法(貸借対照表価額については収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法)により算定しております。  

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。  

③ 第１四半期連結会計期間より平成18年５月17日公表の「連結財務諸表作成における在外子会社の会

計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 実務対応報告第18号)を適用し、連結決算上必要

な修正を行っております。  

 これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損失に与える影響はありません。  

  

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

(簡便な会計処理)

棚卸資産の評価方法

固定資産の減価償却の方法

(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３四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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,869,428 3,877,329

受取手形及び売掛金 2,358,540 2,142,077

有価証券 149,914 146,562

商品 678,265 653,624

製品 6,109,207 5,413,067

仕掛品 26,561 24,566

原材料 1,102 1,131

貯蔵品 173,656 159,758

その他 1,026,508 1,698,670

貸倒引当金 △2,773 △3,486

流動資産合計 13,390,410 14,113,301

固定資産   

有形固定資産 2,003,290 2,071,359

無形固定資産   

のれん 502,888 527,489

その他 551,920 368,029

無形固定資産合計 1,054,809 895,519

投資その他の資産   

差入保証金 2,279,363 2,464,636

その他 2,794,636 2,473,112

貸倒引当金 △22,968 △25,890

投資その他の資産合計 5,051,031 4,911,860

固定資産合計 8,109,131 7,878,739

繰延資産 － 1,507

資産合計 21,499,542 21,993,548

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,957,532 1,526,302

短期借入金 2,500,000 1,750,480

1年内返済予定の長期借入金 1,125,572 1,113,332

1年内償還予定の社債 100,000 －

未払法人税等 63,411 146,876

その他 1,729,117 2,238,145

流動負債合計 7,475,633 6,775,135

固定負債   

社債 － 100,000

長期借入金 4,986,096 5,908,335

その他 286,625 212,845

固定負債合計 5,272,721 6,221,180

負債合計 12,748,355 12,996,316
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(単位：千円)

当第３四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２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,132,600 2,132,600

資本剰余金 2,252,600 2,252,600

利益剰余金 3,424,113 3,485,275

株主資本合計 7,809,313 7,870,475

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,000 △11,970

為替換算調整勘定 △15,004 △13,684

評価・換算差額等合計 △16,004 △25,655

少数株主持分 957,878 1,152,411

純資産合計 8,751,187 8,997,231

負債純資産合計 21,499,542 21,993,548
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 19,801,930

売上原価 8,039,794

売上総利益 11,762,135

販売費及び一般管理費 11,691,483

営業利益 70,652

営業外収益  

受取利息 6,465

受取配当金 787

補助金収入 4,092

その他 20,525

営業外収益合計 31,870

営業外費用  

支払利息 82,489

その他 8,368

営業外費用合計 90,858

経常利益 11,664

特別利益  

貸倒引当金戻入額 206

固定資産売却益 650

投資有価証券売却益 4

特別利益合計 861

特別損失  

投資有価証券評価損 1,062,862

貸倒損失 139,053

固定資産除却損 107,540

固定資産売却損 71

物流拠点移転費用 34,373

債権回収関連費用 12,231

投資有価証券売却損 442

特別損失合計 1,356,574

税金等調整前四半期純損失（△） △1,344,048

法人税、住民税及び事業税 49,524

法人税等調整額 △1,431,296

法人税等合計 △1,381,771

少数株主損失（△） △131,168

四半期純利益 168,891
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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)

当第３四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純損失（△） △1,344,048

減価償却費 569,493

のれん償却額 24,600

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,189

受取利息及び受取配当金 △7,252

支払利息 82,489

持分法による投資損益（△は益） 1,031

有形固定資産除却損 107,540

投資有価証券評価損益（△は益） 1,062,862

売上債権の増減額（△は増加） △225,158

たな卸資産の増減額（△は増加） △736,644

仕入債務の増減額（△は減少） 443,975

その他 392,560

小計 367,261

利息及び配当金の受取額 2,165

利息の支払額 △101,057

法人税等の支払額 △150,990

法人税等の還付額 27,426

営業活動によるキャッシュ・フロー 144,805

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 △39,062

定期預金の払戻による収入 59,037

有形固定資産の取得による支出 △376,290

有形固定資産の売却による収入 8,375

無形固定資産の取得による支出 △142,433

投資有価証券の取得による支出 △15,640

敷金及び保証金の差入による支出 △109,333

敷金及び保証金の回収による収入 289,536

その他 △341,823

投資活動によるキャッシュ・フロー △667,634

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 749,520

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △1,009,999

配当金の支払額 △290,317

その他 △13,236

財務活動によるキャッシュ・フロー △464,033

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,064

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △987,926

現金及び現金同等物の期首残高 3,818,291

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,830,365
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当連結会計年度より「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、「四半期連結

財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記
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当第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日) 

 
  

 (注)１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各区分の主な製品 
 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日) 

全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が、いずれも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。 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

  

(5) セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

ファッション
ブランドビジネス

(千円)

インターネット
ビジネス 
(千円)

計
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

14,593,364 5,208,565 19,801,930 ― 19,801,930

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

17,361 70,728 88,089 (88,089) ―

計 14,610,725 5,279,294 19,890,020 (88,089) 19,801,930

営業利益又は営業損失(△) 292,238 △ 222,054 70,183 468 70,652

ファッションブランドビジネス ・・・ バッグ・ジュエリー・アパレル等の企画・製造・販売

インターネットビジネス ・・・ インターネット上のオンラインショップ運営サイトに
よる商品の販売及び携帯端末上のモバイルサイトにお
ける商品の販売及び有料コンテンツの提供等 

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】
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該当事項はありません。 

  

(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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「参考」

前年同四半期に係る財務諸表等

(1) (要約)四半期連結損益計算書

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成20年３月１日 

  至 平成20年11月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 売上高 19,967,279

Ⅱ 売上原価 8,317,046

   売上総利益 11,650,232

Ⅲ 販売費及び一般管理費 11,509,391

   営業利益 140,841

Ⅳ 営業外収益 49,917

Ⅴ 営業外費用 44,065

   経常利益 146,693

Ⅵ 特別利益 101,059

Ⅶ 特別損失 1,616,225

   税金等調整前 

   四半期純損失
△1,368,472

   法人税、住民税 

   及び事業税
284,868

   法人税等調整額 △ 47,520

   少数株主損失(△) △ 4,558

   四半期純損失 △1,601,262
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(2) (要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第３四半期連結累計期間 

(自 平成20年３月１日  

 至 平成20年11月30日)

区分 金額(千円)

Ⅰ 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損失 △ 1,368,472

   減価償却費 623,428

   のれん償却額 54,235

   賞与引当金の増加額 141,648

   のれん減損損失 1,498,691

   売上債権の増加額 △ 444,936

   たな卸資産の増加額 △ 1,593,566

   仕入債務の増加額 741,601

   未払金の増加額 71,817

   未払費用の増加額 593,271

   その他 △ 58,935

    小計 258,782

   利息及び配当金の受取額 28,961

   利息の支払額 △ 40,659

   法人税等の支払額 △ 1,168,551

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 921,467

Ⅱ 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 △ 590,265

   無形固定資産の取得による支出 △ 37,863

   投資有価証券の取得による支出 △ 29,096

   投資有価証券の売却による収入 180,114

   新規連結子会社の株式取得によ 

   る支出
△ 351,970

   長期前払費用の取得による支出 △ 90,951

   差入保証金の差入による支出 △ 401,244

   差入保証金の減少による収入 33,551

   その他 △ 10,908

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,298,632

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

   短期借入れの純増減額 △ 1,580,000

   長期借入による収入 5,600,000

   長期借入金の返済による支出 △ 40,781

   配当金の支払額 △ 291,775

  財務活動によるキャッシュ・フロー 3,687,444

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 10,502

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 

  (△は減少額)
1,477,846

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,323,682

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高 2,801,528
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