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1. 22年2月期の連結業績（平成21年2月21日～平成22年2月20日）
（1） 連結経営成績 (％表示は対前期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年2月期
21年2月期

1株当たり当期純利益

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年2月期
21年2月期
（参考）持分法投資損益 22年2月期 ― 百万円 21年2月期 ― 百万円
当期より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値及びこれに係る対前期増減率については記載しておりません。
(2)連結財政状態

総資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年2月期
21年2月期
（参考）自己資本 22年2月期 8,187百万円 21年2月期 ― 百万円
当期より連結財務諸表を作成しているため、前期の数値及びこれに係る対前期増減率については記載しておりません。

(3)連結キャッシュ・フローの状況

百万円 百万円 百万円 百万円

22年2月期
21年2月期

2. 配当の状況

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

21年2月期
22年2月期
23年2月期
（予想）

3. 23年2月期の連結業績予想（平成22年2月21日～平成23年2月20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）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

平成22年5月12日

2,762,953

第1四半期末 第2四半期末
純資産配当

売上高 営業利益 当期純利益経常利益

自己資本比率

―

△ 518,123

配当金総額 配当性向

△ 122

（合計）

0.00 ―

696,383

―

―

―

―

0.00

0.00

1株当たり純資産額

営業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・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

862.94

純資産

――

平成22年4月6日
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―平成22年5月12日

―
△ 156.78

―
―

潜在株式調整後1株当たり
当期純利益

自己資本当期純利
益率

総資産経常利益率 売上高営業利益率

――

（連結） 率（連結）第3四半期末 期末 合計

450 ―

当期純利益 1株当たり当期
純利益

通期

9,960 △ 11.3 550
第2四半期

連結累計期間

売上高 営業利益 経常利益

580 47.43

― ― ― ― ― ― ― ― ―

△ 1,11920,675 ―
―― ―

― ― ― ―

―
―
―

―
―― ―

△ 1,031 △ 1,487―

― ― ―
△ 19.4 △ 8.5 △ 5.4

―
12,098 8,191 57.5

―

0.00

―

0.00
0.00

0.00

当社は平成22年8月21日に当社を消滅会社、株式会社コックスを存続会社とする合併を予定しておりますので、第2四半期末以降の配当予想は
ありません。なお、第1四半期末は平成22年5月20日、第2四半期末は平成22年8月20日です。

当社は平成22年8月21日に当社を消滅会社、株式会社コックスを存続会社とする合併を予定しておりますので、通期の業績予想はありません。な
お、第2四半期連結累計期間の業績予想値は平成22年2月21日～平成22年8月20日迄の数値予想となっております。

―

0.0
0.0

―
―

0.0
0.0

0.00

（財）財務会計基準機構会員
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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）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（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）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有
（注）詳細は21ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧下さい。

（4）発行済株式数（普通株式）
①期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期 9,680,000株 21年2月期 9,680,000株
②期末自己株式数 22年2月期 191,571株 21年2月期 193,471株
（注）1株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、30ページ（「1株当たり情報」）をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

1.22年2月期の個別業績（平成21年2月21日～平成22年2月20日）
（1） 個別経営成績 (％表示は対前期増減率)

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
22年2月期
21年2月期

1株当たり当期純利益

円 銭 円 銭
22年2月期
21年2月期

(2)個別財政状態
総資産

百万円 百万円 ％ 円 銭
22年2月期
21年2月期
（参考）自己資本 22年2月期 8,262百万円 21年2月期 9,702百万円

2.23年2月期の個別業績予想（平成22年2月21日～平成23年2月20日）
（％表示は、通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

―

自己資本比率

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

1株当たり純資産額

潜在株式調整後1株当たり
当期純利益

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 1株当たり当期

△ 61.39
―

第2四半期
累計期間

9,900 ―

―

12,160

△ 152.06

純資産

通期

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、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づ
いており、実際の業績等はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。

― ― ― ― ―
当社は平成22年8月21日に当社を消滅会社、株式会社コックスを存続会社とする合併を予定しておりますので、通期の業績予想はありません。な
お、第2四半期累計期間の業績予想値は平成22年2月21日～平成22年8月20日迄の数値予想となっております。

20,587 △ 1,039 △ 953
25,569 △ 243 △ 131△ 13.7

― ―△ 19.5 ―
――― △ 582

△ 1,442

14,229
8,266
9,707

870.79
1,022.76

58.1
68.2

49.54

―

△ 11.6

―

570 600 470

―

―

―
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１．経 営 成 績                 

（１）経営成績に関する分析 

当連結会計期間（自 2009 年 2 月 21 日 至 2010 年 2 月 20 日）の消費環境は、雇用や所得

環境の回復が遅れていることなどから、お客さまの低価格志向や消費に対する慎重姿勢が一段

と強まり、小売業におきましては消費喚起の取組みやコスト削減など、一層の経営努力が必要

となる厳しい環境となりました。 

こうした中、当社は、大規模な店舗リストラによる事業構造改革を進めるとともに、当初の

計画を上回るペースで経費削減を実施してまいりました。 

売上高につきましては、低価格志向に対応した価格訴求商品の投入などにより、上半期では

予定どおりの売上高となりましたが、10 月以後、温暖な気候が続いたことからアウターや服飾

品の売上が伸び悩み、売上高のピークとなる 12 月度、1 月度におきましても、冬物の先行バー

ゲン実施や、春物の価格戦略品を早期投入するなど営業の強化に努めましたが、年末年始商戦

が盛り上りに欠け、売上高は伸び悩みました。この結果、当連結会計期間の既存店売上高は前

年比 84.2%となりました。 

営業総利益につきましては、期首におけるたな卸資産の評価方法変更による在庫評価差額損 2

億 49 百万円の発生に加え、上半期は春物商品の早期処分、下半期は低価格指向に対応した価格

戦略商品投入による客単価の低下や第３四半期後半からのヴァンス業態の苦戦などにより、荒

利益率が低下し、計画した営業総利益を確保することができませんでした。 

経費につきましては、上半期において販管費を前年同期比 10 億 52 百万円の減少と計画通り

削減いたしました。下半期はより一層厳しさを増す経営環境に対応するため、削減目標金額を

拡大修正し、人件費、設備費などの削減に取組んだ結果、当連結会計期間の販管費合計は前年

比 24 億 98 百万円の削減となりましたが、営業総利益の減少をカバーするにはいたりませんで

した。 

事業構造の再構築につきましては、「オールインオール」事業は 60 店舗退店し、業態として

の撤退をほぼ完了いたしました。このほか、効率が低下している既存業態の退店として「ビザ

ッズ」31 店舗、ボザール 16 店舗の退店などを加え、不採算店舗の退店は国内で 121 店舗となり

ました。一方、今後の成長事業と位置づける「Ｖ－エクスチェンジ」「エル・ビー・シー」を中

心に国内で 19 店舗を新規出店し、経営資源を主力事業に集中する体制を整えてまいりました。 

この結果、国内における期末店舗数は 414 店舗となりました。 

海外事業では中国本土で 1 店舗の出店により期末 4 店舗となり、香港では 1 店舗退店しまし

た。 

以上の結果、当連結会計期間の業績は、売上高 206 億 75 百万円、営業損失 11 億 19 百万円、

経常損失 10 億 31 百万円、当期純損失 14 億 87 百万円となりました。 

 

【事業部門別の概況】 

《ヤングブランド事業》 
「ヴァンス」は、成長の柱と位置づける「Ｖ－エクスチェンジ」の積極的な出店などにより、

上半期は当社の売上高を牽引しましたが、10 月以降、トレンド変化への対応が遅れたことから、

下半期における売上高は低迷しました。 
「サリーズ」は、前期から進めてきた不採算店舗のスクラップ効果が顕著に現れ、前期末での

在庫調整効果もあって、売上高の回復と荒利率の改善により、業態として黒字転換をはたすこと

ができました。 

当期のヤングブランド事業は、「ヴァンス」が「Ｖ－エクスチェンジ」8店舗を含む9店舗の出店、

「サリーズ」2店舗の出店と11店舗の退店により、当期末店舗数は67店舗となりました。 

これらの結果、当期におけるヤングブランド事業の売上高は 50 億 14 百万円（対前期比 

100.4％）となりました。  
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《ライフスタイル事業》
ライフスタイル事業は、当社の事業構造改革の中心となる「オールインオール」業態の撤

退と、成長の一方の柱である「エル・ビー・シー」の新規出店を進めるとともに、既存店再
生のため、出店立地に合わせた業態転換や、アパレルカテゴリーにおける新コンセプト展開
に取組み成果をあげております。

「エル・ビー・シー」、「ボザール」とも、低価格戦略品の投入拡大により下半期は既存
店の客数を伸ばしましたが、客単価の低下により既存店売上高は前年を下回ることとなりま
した。

当期のライフスタイル事業は、「エル・ビー・シー」7 店舗の出店と 3 店舗の退店、「ボ
ザール」16 店舗の退店、「オールインオール」60 店舗の退店により、当期末店舗数は 163
店舗となりました。

これらの結果、当期におけるライフスタイル事業の売上高は 99 億 67 百万円（対前期比
80.9％）となりました。

《ビザッズ事業》
「ビザッズ」はカットソーを中心に低価格戦略品を投入し、客数減少の回復を図りましたが、

価格競争の激化により期待した成果をあげることができませんでした。また、低迷する服飾雑
貨の構成を引下げ、アパレル構成を拡大することにより売上高の挽回を図りましたが、シャツ、
ニットの不振や客単価の低下から、売上高を回復させることが出来ませんでした。

当期におきましては 1 店舗の出店と 31 店舗の退店により期末店舗数は 184 店舗となりました。
これらの結果、当期におけるビザッズ事業の売上高は 56 億 5 百万円（対前期比 67．

9％）となりました。

《海外事業》
海外事業につきましては、当期より中国本土の店舗運営を委託営業から直接営業に切り替え

るとともに、4 月に成都伊勢丹店内に成都店をオープンいたしました。香港での子会社である芙
嘉（香港）有限公司につきましては早期の損益改善は困難と判断するとともに、経営資源を中
国本土に集中するため解散することを決定し、11 月 15 日に営業を終了いたしました。

当期の海外事業は、中国本土で 1 店舗の新規出店、香港で 1 店舗の退店により、当期末
店舗数は 4 店舗となりました。

この結果、当期における海外事業の売上高は 88 百万円となりました

【社会貢献活動の概況】
当連結会計期間は、「地雷・クラスター爆弾をなくそうキャンペーン募金」、「ラオス学校建設

支援募金」、「スマトラ島沖地震災害復興支援募金」、「ハイチ地震災害復興支援募金」を行いま
した。また、日本テレビ他民放 31 社が主催する、24 時間テレビ「愛は地球を救う」に後援企業
としてグループ参加し、7 月 3 日から 9 月 6 日までの期間中に全国の店舗にてチャリティー募金
の受付を行いました。

この他、継続的な取組みとして「イオン・クリーンロード」活動、2006 年 2 月に取得した
「ISO14001」に則った環境マネジメントシステムの遂行、環境に配慮した事業展開を図ってお
ります。
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【次期の見通し】
次期（第27期）は株式会社コックスとの合併を予定しておりますので、通期の業績予想は

ありません。
第 2 四半期連結累計期間（2010 年 2 月 21 日～2010 年 8 月 20 日迄）につきましては、個

人所得の回復が望めない状況から消費者の節約志向が定着し、引き続き消費が停滞するもの
と予想されます。さらに、外資を含む低価格専門店の出店拡大や、ＳＣのテナント選別の強
化などにより、専門店企業間の価格競争は厳しさを増すものと考えております。
こうした環境の中、当社はリストラの完了と、経営資源の成長事業への集中により事業構

造の再構築を終了させ、自社開発商品の構成を拡大するとともに値入を確保した上での商品
の低価格化を進めることで荒利益率を改善し、第２四半期連結累計期間の業績見通しを以
下のとおりとしております。
新規出店数は24店舗を計画しております。
事業部別の売上高見通し

事 業 部 名 第２四半期連結累計期間売上高 前 期 比

ヤングブランド

百万円

２，６９０

％

１０４．５

ライフスタイル ７，２１０ ８３．６

海 外 ６０ １５３．８

計 ９，９６０ ８８．７
（注）１．事業部別の売上高見通しは 2010 年度組織体系で表示しております。

２．合併のため、第２四半期連結累計期間で売上高を表示しております。

以上により、第２四半期連結累計期間の業績見通しは、連結売上高 99 億 60 百万円（対
前期比 88.7％）、連結営業利益 5 億 50 百万円（前期は連結営業損失 7 億 43 百万円）、連結
経常利益 5 億 80 百万円（前期は連結経常損失 6 億 92 百万円）、連結当期純利益 4 億 50 百
万円（前期は連結当期純損失 5 億 16 百万円）を見込んでおります。

（２）財政状態に関する分析
①資産、負債、純資産の状況

資産合計は 120 億 98 百万円となりました。
流動資産残高は 70 億 42 百万円であり、主なものは、関係会社預け金 38 億円、商品 12

億 9 百万円および売上預け金 9 億 30 百万円であります。
固定資産残高は 50 億 55 百万円であり、主なものは、差入保証金 25 億 56 百万円、投資

有価証券 16 億 52 百万円、建物附属設備 4 億 54 百万円およびソフトウエア 1 億 57 百万円
であります。

負債合計は、39 億 6 百万円となりました。
流動負債残高は 35 億 52 百万円であり、主なものは、支払手形及び買掛金 24 億円、未

払費用 6 億 26 百万円および未払金 2 億 10 百万円であります。
純資産は 81 億 91 百万円となりました。主なものは、利益剰余金 40 億 4 百万円であり

ます。
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②キャッシュ・フローの状況
売上債権の増加、棚卸資産の減少、仕入債務の減少、法人税等の支払等により営業活動によるキ

ャッシュ・フローは 5 億 18 百万円の支出、閉店による差入保証金の回収が増加したことなどにより
投資活動によるキャッシュ・フローは 6 億 96 百万円の収入などにより、当連結会計期間末における
現金及び現金同等物の残高は 27 億 62 百万円となりました。

（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、減価償却費 2 億 89 百万円、減損損失 1 億 28 百万円、棚

卸資産の減少 12 億 13 百万円等があったものの、税金等調整前当期純損失が 11 億 5 百万円、仕入債
務の減少 5 億 2 百万円、法人税等の支払 1 億 50 百万円、売上債権の減少 1 億 13 百万円、店舗閉鎖
損失引当金の減少 70 百万円などにより、5 億 18 百万円の支出となりました。

（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・フローは、有形固定資産の取得による支出 2 億 57 百万円、ソフトウ

エア取得による支出 1 億 72 百万円があったものの、差入保証金の預入による支出 92 百万円、差入
保証金の回収による収入が 7 億 11 百万円、運用目的の預け金の減少 5 億円等により、6 億 96 百万円
の収入となりました。

（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、前々期以前の配当金の支払等により 122 千円の支出とな

りました。
（参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移

2008 年 2 月期 2009 年 2 月期 2010 年 2 月期

自己資本比率（％） ５７．５

時価ベースの自己資本比率（％） ３５．６

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）
自己資本比率：自己資本／総資産
時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産
キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー
インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い
（注１）株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。
（注２）キャッシュ・フロー対有利子負債比率およびインスタント・カバレッシ・レシオについては、有利子負債が

無いため記載しておりません。

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
当社グループは、株主各位への利益還元を経営の重要項目と位置づけ、長期的、安定的な配当に配

慮しつつも、業績の向上に応じて株主に対する利益還元を積極的に実施することを基本方針としてお
ります。

当社グループは、中間配当と期末配当の年 2 回の剰余金の配当ができる旨と定款に定めており、こ
れらの剰余金の配当の決定機関は、期末配当については株主総会、中間配当については取締役会であ
ります。
しかしながら、当連結会計年度におきましては、14億 87百万円の当期純損失を計上することとなった

ため、誠に遺憾ながら期末の配当を無配とさせていただく予定であります。
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（４）事業等のリスク

当社グループの財政状態および経営成績に重要な影響を及ぼす可能性のある事項には以下のよ

うなものがあります。

ただし、これらのリスクに対しては、その影響を最小限とするよう努めております。また、本

項においては、将来に関する事項が含まれておりますが、当該事項は当期末時点において判断し

たものであります。記載における将来に関する事項は、現在入手可能な情報から得られた当社グ

ループの経営判断や予測に基づくものであります。なお、下記の記載は当社グループに関連する

全てのリスクを網羅するものではありません。

①小売業界における持続的な低迷又はさらなる悪化のリスク

当社は、主に日本国内において事業を営んでおり、その収益は日本の小売市場に大きく依存し

ております。過去数年間、日本の小売市場は、個人消費の落込み、雇用環境の悪化、全般的なデ

フレ、小売業者間の熾烈な競争等により低迷しており、お客さまの低価格志向や消費に対する慎

重姿勢が一段と強まり、生活防衛意識が大きく高まってきております。個人消費が回復せず若し

くはさらに悪化した場合、又は個人消費が回復した場合でもそれが小売業界の回復に直ちに寄与

しない場合、当社の業績に悪影響がおよぶ可能性があります。

②お客さまの嗜好の変化および季節的変動などに関するリスク

当社グループが取扱うアパレルやファッショングッズ等の販売動向は、景気変動による個人消

費の動向や他社との競合に伴う市場の変化などの要因のほか、お客さまの嗜好の変化や季節的変

動に影響を受けます。お客さまの需要動向に合った商品仕入や商品開発が行われなかった場合や

季節的な気象パターンが予想外に変化した場合、当社グループにおいて販売する商品に対する需

要が変化し、売上の減少と過剰在庫を招く可能性があります。これにより、当社グループの業績

に悪影響がおよぶ可能性があります。

③出退店に関するリスク

当社グループは、百貨店・ショッピングセンター・駅ビル等の出店先にテナントとして出店を

行なっております。新規出店にあたっては、商圏、競合状況、売上予測、賃借条件、出店コスト

等を検討し、収益性の見込める店舗に出店しております。このため、出店条件に合致する物件の

数が、当初の出店予定数と異なることがあります。

また、出店先の売上や集客力が予想値と乖離した場合や、他の競合するショッピングセンター

等の出店により出店先の集客力が変化した場合には、出店した店舗の業績に影響を及ぼすことが

あります。出店後は店舗別の損益管理を行い、業績改善の見込みのない不採算店舗については退

店を行なっていますが、出店先の都合や退店条件による退店予定時期の変更で、当社グループの

経営成績に悪影響がおよぶ可能性があります。

④保証金の貸倒れに関するリスク

当社グループはテナント出店に際し、出店先に対して保証金の差し入れをしており、当連結会

計期間末現在における当社の保証金残高は25億56百万円であり、総資産の21.1％を占めておりま

す。出店先の倒産等の事由により保証金の全額又は一部が回収できなくなった場合は、当社グル

ープの財政状態に悪影響がおよぶ可能性があります。

⑤海外取引および海外事業に関するリスク

当社グループが販売する商品の多くは海外で製造しており、海外において、不安定な政治・経

済情勢、法律や政策の変更、テロ活動、伝染病の発生等の事項が発生した場合、又は物流、品質

管理、課税等に問題が発生した場合、当社グループの業績に悪影響がおよぶ可能性があります。
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商品の販売

保証金の差入 ［親会社の子会社］

［親会社］
店舗および事務所の賃借

資金の寄託運用 ［親会社の子会社］

商品の供給および仕入

［親会社の子会社］
クレジット販売
代金の債権譲渡

［親会社の子会社等］
保証金の差入

イオンモール（株）
イオン北海道（株）

（株）マイカル
店舗の賃借 （株）ダイエー

など

イオンリテール（株）

イオンクレジット

お 客 さ ま

２．企 業 集 団 の 状 況

当社の親会社はイオン（株）であり、ＧＭＳ（総合スーパー）事業、ＳＭ（スーパーマーケット）事業、
専門店事業をはじめ、11の事業に分かれて事業部別マネジメント体制を敷き、それぞれに配置され
た「事業最高経営責任者（ＣＥＯ）」の指揮のもとで、専門性の高い業務運営を行なっております。

当社は婦人服、 ファミリーカジュアルファッション、 ヘルス＆ビューティー及び靴等を販売する専
門店事業に属し、グループ内外のショッピングセンター等に入居し、 商品の販売を行っております。
以上の当社の専門店事業に係る企業集団状況を図示すると次のとおりであります。

サービス（株）

イ
オ
ン
㈱

当 社

アイク（株）

－８－
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３．経 営 方 針

（１）会社の経営の基本方針

当社グループは、“新鮮文化の提案者 INNOVATOR OF LIVE CULTURE”を基本理念として、女性を

中心に、ローティーンからヤング、キャリアまでのお客さまのために“着る・暮らす・住む・食べ

る・遊ぶ”など全生活系にわたるファッション領域を事業化することを目的としております。

このような基本理念のもとに、仕様書発注・仕入ルートの国際化、ＰＯＳ情報による品揃えの充

実、物流センタ－設置による配送業務の合理化等による良品質ローコスト路線でアパレル、ファッ

ショングッズ、ニューインナー、マイライフグッズ等を販売している小売専門店であり、チェーン

ストア方式による全国的な店舗展開を、主としてビルイン型で行っております｡

現在は、「サリーズ」、「ヴァンス」、「ボザール」、「エル・ビー・シー」、「ビザッズ」を主力業態

として展開しております。

なお、当社は 2010 年 4 月 6 日開催の取締役会において、株式会社コックスと合併することを決

議し、合併契約書に調印いたしました。両社の定時株主総会において承認が得られた場合には、存

続会社を株式会社コックスとし、2010 年 8 月 21 日を効力発生日として両社は合併、株式会社コッ

クスは上場を継続し、当社は上場を廃止し解散いたします。

（２）中長期的な会社の経営戦略及び目標とする経営指標

お客様の顧客満足を獲得するために、企業価値を向上させ、顧客価値、株主価値、社員価値、社

会価値を高める原点の確認と目標の再設定を行い、成長戦略への基盤構築および事業構造の改革に

取組んでまいります。

また当社グループは、高収益構造の実現を経営目標としており、目標とする経営指標として、売

上高経常利益率を重視しております。商品力・営業力の強化による売上高・売上総利益率の向上と

合理的なローコスト運営の実現を通じ、高利益率の達成を目標としております。

なお、当社は 2010 年 8 月 21 日を効力発生日として株式会社コックスと合併することを予定して

おります。この合併の目的は、アパレルを中心とした専門店企業２社が統合することで、次世代の

事業プラットフォームの構築を具体的に実施していくとともに、これまで以上の収益性向上に取り

組むものです。また、両社は共に参画するイオングループの「お客さま第一」というＤＮＡの下、

統合による商品領域の広がりを活かした新たな「ライフスタイル・ファッション」事業を創造する

ことによって、お客さまのより豊かな暮らしづくりに貢献する企業を目指してまいります。

（３）会社の対処すべき課題
次期につきましては、個人所得の回復が望めない状況から消費者の節約志向が定着し、消費の停滞

が継続するものと予想されます。

当社は、リストラの完了と、経営資源の成長事業への集中により事業構造の再構築を終了させ、在

庫効率と商品調達コストの改善による財務体質の強化および販管費の削減と本社のスリム化により

利益回復に努めてまいります。

①事業構造再構築

ヤングブランド事業では、「ヴァンス」と「Ｖ－エクスチェンジ」の出店を継続するとともに、

次のブランド開発に着手いたしします。
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ライフスタイル事業は経営効率を高めるため、ビザッズ事業を統合・再編し、店舗立地に最適な

業態への転換と不採算店舗のスクラップを進めます。また、既存店の収益改善を目的とし、「エル・

ビー・シー」と「ボザール」のアパレルのマーチャンダイジング・コンセプトの見直しを進めると

ともに、生活雑貨部門の品揃えについても抜本的に見直します。

②財務体質の強化

商品の在庫回転率向上に取組むとともに、商品調達コストを引き下げるため、海外メーカーか

らの商品調達拡大による価格競争力の強化と国内取引先との連携強化による自社開発商品の構

成比引き上げ、国内物流センターの集約を進めてまいります。

③販管費の削減

本社管理業務を見直し、アウトソーシングの一部導入などにより本部コストを引下げるととも

に、店舗における業務の効率化や既存店ランニングコストの削減を進めてまいります。

④海外事業

中国事業につきましては、現地法人独自の商品調達による調達原価の引下げ、および現地の

顧客ニーズをすばやく取込むマーチャンダイジングを確立し、店舗段階での単年度黒字化をは

かります。
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４．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表

当連結会計年度
(平成22年２月20日)

462,953
10,355

※2 930,710
1,209,503

12,471
49,490

308,203
235,490

※3 3,800,000
※1 23,143

△ 11
7,042,311

建物附属設備（純額） 454,491
器具備品（純額） 144,940
建設仮勘定 712
有形固定資産合計 600,143

ソフトウエア 157,954
電話加入権 1,805
その他 4,121
無形固定資産合計 163,881

投資有価証券 1,652,476
出資金 600
長期前払費用 75,754
差入保証金 2,556,737
店舗賃借仮勘定 ※4 2,712
前払年金費用 11,173
長期未収入金 18,675
貸倒引当金 △ 26,294
投資その他の資産合計 4,291,835

5,055,860
12,098,172資産合計

有形固定資産

無形固定資産

投資その他の資産

固定資産合計

その他
貸倒引当金
流動資産合計

固定資産

前払費用
繰延税金資産
未収入金
関係会社預け金

売掛金
売上預け金
商品
貯蔵品

（単位：千円）

資産の部
流動資産

現金及び預金

－１１－
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当連結会計年度
(平成22年２月20日)

支払手形及び買掛金 2,400,701
未払金 ※1 210,088
未払費用 626,921
未払法人税等 89,096
未払消費税等 17,416
賞与引当金 48,099
店舗閉鎖損失引当金 94,284
ポイント引当金 11,590
設備関係支払手形 13,356
設備関係未払金 14,813
その他 26,043
流動負債合計 3,552,411

繰延税金負債 319,936
長期未払金 34,270
固定負債合計 354,206

3,906,617

資本金 1,584,000
資本剰余金 2,224,250
利益剰余金 4,004,995
自己株式 △ 148,533
株主資本合計 7,664,712

その他有価証券評価差額金 539,767
為替換算調整勘定 △ 16,536
評価・換算差額等合計 523,231

3,611
8,191,555

12,098,172

（単位：千円）

負債の部
流動負債

固定負債

新株予約権
純資産合計

負債純資産合計

負債合計
純資産の部

株主資本

評価・換算差額等

－１２－
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（２）連結損益計算書

当連結会計年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

20,675,971
10,292,816
10,383,154

従業員給料及び賞与 4,157,849
賞与引当金繰入額 48,099
退職給付費用 96,819
法定福利及び厚生費 821,758
広告宣伝費 308,871
消耗品費 597,427
地代家賃 3,318,287
水道光熱費 380,842
修繕維持費 957,275
減価償却費 289,329
旅費交通費及び通信費 232,070
その他 ※2 293,927
販売費及び一般管理費合計 11,502,559

△ 1,119,405

受取利息 ※2 20,267
受取配当金 40,349
債務勘定整理益 8,640
仕入割引 5,066
その他 17,074
営業外収益合計 91,398

為替差損 1,786
商品廃棄損 1,124
その他 875
営業外費用合計 3,786

△ 1,031,792

受取補償金 18,376
店舗閉鎖損失引当金戻入額 77,314
固定資産売却益 7,285
貸倒引当金戻入額 11,953
退職給付引当金戻入額 82,436
前期損益修正益 1,605
特別利益合計 198,972

固定資産除却損 ※1 34,427
賃貸借契約解約損 26,960
店舗閉鎖損失引当金繰入額 69,236
減損損失 ※3 128,826
貸倒引当金繰入額 2,224
その他 10,516
特別損失合計 272,190

△ 1,105,010
143,196
239,072
382,268

△ 1,487,278

販売費及び一般管理費

（単位：千円）

売上高
売上原価
売上総利益

営業損失（△）
営業外収益

営業外費用

経常損失（△）

法人税等調整額
法人税等合計
当期純損失（△）

特別利益

特別損失

税金等調整前当期純損失（△）
法人税、住民税及び事業税
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（３）連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度
(自 平成21年2月21日
至 平成22年2月20日)

1,584,000

当期変動額合計 －
1,584,000

2,224,250

当期変動額合計 －
2,224,250

5,505,603

新株予約権の行使 △ 70
連結範囲の変動 △ 13,257
当期純損失（△） △ 1,487,278
当期変動額合計 △ 1,500,607

4,004,995

△ 150,006

新株予約権の行使 1,473
当期変動額合計 1,473

△ 148,533

9,163,846

新株予約権の行使 1,402
連結範囲の変動 △ 13,257
当期純損失（△） △ 1,487,278
当期変動額合計 △ 1,499,134

7,664,712

（単位：千円）

株主資本
資本金

前期末残高
当期変動額

当期末残高
資本剰余金

前期末残高
当期変動額

当期末残高
利益剰余金

前期末残高
当期変動額

当期末残高
自己株式

前期末残高

当期変動額

当期末残高

当期変動額

当期末残高
株主資本合計

前期末残高
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当連結会計年度
(自 平成21年2月21日
至 平成22年2月20日)

538,598

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,168
当期変動額合計 1,168

539,767

－

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 16,536
当期変動額合計 △ 16,536

△ 16,536

538,598

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △ 15,367
当期変動額合計 △ 15,367

523,231

5,011

△ 1,400
△ 1,400

3,611

9,707,457

1,402
△ 13,257

△ 1,487,278
△ 16,767

△ 1,515,901
8,191,555

（単位：千円）

評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金

前期末残高
当期変動額

当期末残高
為替換算調整勘定

前期末残高
当期変動額

当期末残高
評価・換算差額等合計

前期末残高
当期変動額

当期末残高
新株予約権

前期末残高
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計

当期末残高
純資産合計

前期末残高
当期変動額

新株予約権の行使

当期末残高

連結範囲の変動
当期純損失（△）
株主資本以外の項目の当期変動額（純額）
当期変動額合計
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書

当連結会計年度
(自 平成21年2月21日
至 平成22年2月20日)

税金等調整前当期純損失（△） △ 1,105,010
減価償却費 289,329
減損損失 128,826
賞与引当金の増減額（△は減少） △ 18,800
店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △ 70,474
ポイント引当金の増減額（△は減少） 1,273
退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 37,009
前払年金費用の増減額（△は増加） △ 11,173
貸倒引当金の増減額（△は減少） △ 15,609
受取利息及び受取配当金 △ 60,617
支払利息 2
固定資産売却損益（△は益） △ 7,285
固定資産除却損 34,427
その他 58,652
売上債権の増減額（△は増加） △ 113,600
たな卸資産の増減額（△は増加） 1,213,223
仕入債務の増減額（△は減少） △ 502,528
その他の負債の増減額（△は減少） △ 166,958
未払消費税等の増減額（△は減少） 1,596
小計 △ 381,736
利息及び配当金の受取額 63,368
利息の支払額 139
その他の営業外損益（△は益） △ 49,550
法人税等の支払額 △ 150,343
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 518,123

預け金の純増減額（△は増加） 500,000
有形固定資産の取得による支出 △ 257,582
有形固定資産の売却による支出 20,000
ソフトウエアの取得による支出 △ 172,725
長期前払費用の取得による支出 △ 13,057
出資金の払込による支出 500
差入保証金の差入による支出 △ 92,008
差入保証金の回収による収入 711,257
投資活動によるキャッシュ・フロー 696,383

自己株式の売却による収入 1
配当金の支払額 △ 123
財務活動によるキャッシュ・フロー △ 122

2,570
180,709

2,582,244
※1 2,762,953

（単位：千円）

営業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・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

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）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の期末残高
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（5）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。
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（6）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項 目

至2010年2月20日）

1 連結の範囲に関する事項 ① 連結子会社の数及び主要な連結子会社の名
称

連結子会社の数 ２社

主要な連結子会社の名称

・BLUE GRASS(HONG KONG)CO.,LTD

・BLUE GRASS(SHANGHAI)CO.,LTD

当連結会計年度より「BLUE GRASS(HONG
KONG)CO.,LTD」および「BLUE
GRASS(SHANGHAI)CO.,LTD」は重要性が増
したため、連結の範囲に含めております。

2 持分法の適用に関する事項 該当事項ありません。

3 連結子会社の事業年度等
に関する事項

「BLUE GRASS(HONG KONG)CO.,LTD」お
よび「BLUE GRASS(SHANGHAI)CO.,LTD」
の事業年度末日は12月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、同日現
在の財務諸表を利用し、連結決算日との間に
生じた重要な取引については連結上必要な
調整を行っております。

4 会計処理基準に関する事項

（1）重要な資産の評価基準 ① 有価証券
及び評価方法 その他有価証券

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価
差額は全部純資産直入法により処理し、売却
原価は移動平均法により算定）

時価のないもの

移動平均法による原価法

② デリバティブ
時価法

③ たな卸資産
商品

貯蔵品
最終仕入原価法

（2）重要な減価償却資産の ① 有形固定資産
減価償却の方法 経済的耐用年数に基づく定額法

建物附属設備 2年～ 8年
器具備品 2年～17年

② 無形固定資産
定額法

③ 長期前払費用
定額法（５年）

自社利用のソフトウェアについては、社内にお
ける利用可能期間（５年）に基づく定額法に
よっております。

各資産別の経済的耐用年数として以下の年
数を採用しております。

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は
収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に
より算定）

当連結会計年度

（自2009年2月21日
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項 目

至2010年2月20日）

（3）重要な引当金の計上基 ① 貸倒引当金

準

② 賞与引当金

③ 役員業績報酬引当金

役員に対して支給する業績報酬の支出に備
えるため、支給見込額の当連結会計年度に
負担すべき金額を計上しております。

従来、役員賞与引当金に計上していた役員
に対して支給する業績に連動して支払う報酬
の支給見込額については、当連結会計年度
より役員業績報酬引当金として表示することと
しております。

④ 店舗閉鎖損失引当金
店舗の閉店に伴い発生する損失に備え、店
舗閉店により見込まれる中途解約違約金およ
び原状回復費等の閉店関連損失見込額を計
上しております。

なお、店舗閉鎖損失引当金は従来まで閉店
損失引当金として表示していたものでありま
す。

⑤ 退職給付引当金

また、過去勤務債務は発生年度において一
括処理しております。

⑥ ポイント引当金

自社のポイントカード制度により、発行される
商品お買い物券の利用に備え、当連結会計
年度末における将来利用見込額を計上して
おります。

従業員の退職給付に備えるため、当連結会
計年度における退職給付債務及び年金資産
の見込額に基づき、当連結会計年度末にお
いて発生していると認められる額を計上してお
ります。なお、数理計算上の差異は、その発
生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一
定の年数（10年）による定額法により、翌連結
会計年度から費用処理することとしておりま
す。

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為
替相場により円貨に換算し、換算差額は損益
として処理しております。なお、在外連結子会
社の資産および負債は、各社の決算日の直
物為替相場により円貨に換算し、収益および
費用は期中平均為替相場により円貨に換算
し、換算差額は純資産の部における為替換算
調整勘定に含めております。

（4）連結財務諸表の作成の
基礎となった連結財務諸表
の作成に当たって採用した
重要な外貨建の資産及び
負債の本邦通貨への換算
基準

当連結会計年度

（自2009年2月21日

売上債権等の貸倒れによる損失に備え、一般
債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可
能性を勘案し、回収不能見込額を計上してお
ります。

従業員、契約社員及びフレックス社員（パート
タイマー）に支給する賞与に備え、支給見込
額のうち当連結会計年度に負担する金額を計
上しております。
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項 目

至2010年2月20日）

（5）重要なヘッジ会計の方 ① ヘッジ会計の方法

法
繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替
予約については、振当処理の要件を満たして
いる場合は振当処理を採用しております。

② ヘッジ手段とヘッジ対象

（ヘッジ手段）

為替予約

（ヘッジ対象）

外貨建債務

③ ヘッジ方針

④ ヘッジ有効性評価の方法

消費税等の会計処理
税抜方式によっております。

5 連結子会社の資産及び負 連結子会社の資産及び負債の評価について
債の評価に関する事項 は、全面時価評価法を採用しております。

6

当連結会計年度

（自2009年2月21日

デリバティブ取引に関する内部規程に基づ
き、為替変動のリスクを回避し、原則として同
一通貨により、外貨建債務の円貨によるキャッ
シュ・フローを固定化することを目的として行っ
ております。

連結キャッシュ・フロー計算
書における資金の範囲

（6）その他連結財務諸表作
成のための基本となる重要
な事項

連結キャッシュ・フロー計算書における資金
（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時
引き出し可能な預金及び容易に換金可能で
あり、かつ、価値の変動について僅少なリスク
しか負わない取得日から３カ月以内に償還期
限の到来する短期投資からなっております。

ヘッジ対象の為替変動とヘッジ手段の為替変
動を半期毎に比較し、両者の変動額を基礎に
してヘッジ有効性を評価しております。
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（7）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

（たな卸資産）

（リース取引に関する会計基準）
当連結会計年度より「リース取引に関する会計基準等」（企業会計

基準第13号 平成5年6月17日（企業審議会第一部会）、平成19年3
月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業
会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本会計士協会 会
計制度委員会）、平成19年3月30日改正））を適用しております。

当連結会計年度においては対象となる取引がないため、この変更
による当連結会計年度の損益に与える影響はありません。

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始前の
所有移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃
貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しております。

従来、商品の評価方法につきましては、「企業会計原則と関係諸法
令との調整に関する連続意見書」第四に定める売価還元平均原価法
によっておりましたが、より適正かつ迅速な在庫金額の把握と期間損
益計算を行うため、当連結会計年度より月間移動平均原価法に変更
しております。この変更により、当連結会計年度の売上総利益が１億4
百万円減少し、営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純損
失が１億4百万円増加しております。
また、 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員

会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号）を当連結会計年度から
適用しております。これによる当連結会計年度の損益に与える影響は
軽微であります。

当連結会計年度

（自2009年2月21日

至2010年2月20日）
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（6）連結財務諸表に関する注記事項

（連結貸借対照表関係）

※1 関係会社に対する主な資産・負債

未払金 10,593 千円
未収収益 4,333

※2 売上預け金

※3 関係会社預け金

※4 店舗賃借仮勘定

（連結損益計算書関係）

※1 固定資産除却損の主な内訳
建物附属設備（除却） 9,828 千円
器具備品（除却） 22,675
ソフトウエア（除却） 1,923

計 34,427 千円

※2 関係会社との主な取引
関係会社との主な取引は次のとおりであります。
販売費及び一般管理費その他 22,610 千円
（事務委託手数料）
受取利息 20,196

至2010年2月20日）

当連結会計年度

（2010年2月20日）

当連結会計年度

（自2009年2月21日

商品売上代金のうち、ショッピングセンター等の店舗賃貸借人
に預け入れているものであります。

イオン株式会社との金銭消費寄託契約に基づく寄託運用預け
金であります。

店舗賃借の目的で開店までに支出した金額で、開店後、差入
保証金に振替えるものであります。

各科目に含まれているものは次のとおりであります。

－２２－



（株）ブルーグラス（7478）2010年2月期決算短信

※3 減損損失

（1）減損損失を認識した資産グループの概要

用途 種類 場所 店舗数
（店）

金額
（千円）

北海道・東北
地方

8 11,512

店 建物附 関東地方 32 66,864

属設備 中部地方 12 9,115

及び器 近畿地方 13 20,776
舗 具備品

等
中国・四国地
方 3 7,405

九州地方 1 7,119

香港 1 6,031

合計 70 128,826

（2）減損損失の認識に至った経緯

（3）減損損失の金額

種類
建物附属設備 109,333
器具備品 13,456
その他 6,035
合計 128,826

（4）資産のグルーピングの方法

（5）回収可能価額の算定方法

資産グループの回収可能価額は、使用価値により測
定しており、将来キャッシュ・フローを7.8％で割り引い
て算定しております。

金額（千円）

店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマ
イナスまたは継続してマイナスとなる見込みである資産
グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当
該減少額を減損損失として特別損失に計上しておりま
す。

キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、店舗を
基礎としてグルーピングをしております。

当連結会計年度において、以下の資産グループに
ついて減損損失を計上しております。

当連結会計年度

（自2009年2月21日

至2010年2月20日）
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―２４―

（連結株主資本等変動計算書関係）

当連結会計年度（自 2009 年 2 月 21 日 至 2010 年 2 月 20 日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前連結会計年度末

株式数（株）

当連結会計年度

増加株式数（株）

当連結会計年度

減少株式数（株）

当連結会計年度末

株式数（株）

発行済株式

普通株式 9,680,000 9,680,000

合 計 9,680,000 9,680,000

2．自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末

株式数（株）

当連結会計年度

増加株式数（株）

当連結会計年度

減少株式数（株）

当連結会計年度末

株式数（株）

普通株式 193,471 1,900 191,571

合 計 193,471 1,900 191,571

（注）自己株式の減少は、新株予約権の行使によるものであります。

３．新株予約権に関する事項

新株予約権の目的となる株式の数（株）

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的となる
株式の種類

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会
計年度末

当連結会計
年度末残高
（千円）

提出会社
ストックオプションとして
の新株予約権 6,800 1,900 4,900 3,611

合 計 6,800 1,900 4,900 3,611

４．配当に関する事項

(1)配当金支払額

該当事項はありません。

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。
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（キャッシュフロー計算書関係）

※1

現金及び預金勘定 462,953 千円
関係会社預け金（3カ月以内） 2,300,000
現金及び現金同等物 2,762,953 千円

（リース取引関係）

該当事項はありません。

（有価証券関係）

有価証券

1.その他有価証券で時価のあるもの

貸借対照表計上額が取得

原価を超えるもの

株式

貸借対照表計上額が取得

原価を超えないもの

株式

2.その他有価証券で時価のないもの

その他有価証券

非上場株式

（デリバティブ取引関係）

当連結会計年度（自2009年2月21日 至2010年2月20日）

ヘッジ会計を適用しているため（注記）は省略しております。

貸借対照表計上額（千円）

53,000

合 計

591,645 1,526,126 934,480

102,180 73,349 △28,830

693,826 1,599,476 905,650

当連結会計年度（自2009年2月21日 至2010年2月20日）

取 得 原 価

(千円）

貸借対照表計上額

（千円）

差 額

（千円）

当連結会計年度（自2009年2月21日 至2010年2月20日）

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に
掲記されている科目の金額との関係

当連結会計年度

（自2009年2月21日

至2010年2月20日）

－２5－
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（退職給付関係）

1．採用している退職給付制度の概要

2．退職給付債務に関する事項

（1）退職給付債務（千円） △ 437,120

（2）年金資産（千円） 331,551

（3）未積立退職給付債務（千円） △ 105,569

（4）未認識数理計算上の差異（千円） 116,742

（5）退職給付引当金（千円） 11,173

3．退職給付費用に関する事項

至2010年2月20日）

（1）勤務費用（千円） 27,140

（2）利息費用（千円） 12,190

（3）期待運用収益（千円） △ 3,862

（4）数理計算上の差異の費用処理額（千円） 37,636

（5）その他（千円）(注1） 23,714

(6)退職給付費用（千円） 96,819

(7)退職給付引当金戻入額（千円）（注2） △ 82,436

(8)計（千円） 14,383

（注2）当社グループならびに親会社であるイオン株式会社及び同社の主要国内関係会社で設立しているイオン

企業年金基金の退職給付制度の改訂に伴って生じた過去勤務債務をその発生時において一括処理し、
特別利益に計上したものであります。

4．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

（1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

（2）割引率（％） 2.40

（3）期待運用収益率（％） 1.30

（4）数理計算上の差異の処理年数（年）
発生翌連結会計

年度から10年

（5）過去勤務債務の額の処理年数（年） 発生年度で一括処理

当連結会計年度

（2010年2月20日）

当社グループは、親会社であるイオン株式会社および同社の主要国内関係会社で設立している確定給付型の企業
年金基金制度並びに確定拠出年金制度および退職金前払制度を設けております。なお、当該企業年金基金について
は、2010年1月15日付で制度を改訂し、同4月1日よりキャッシュバランス型年金（市場金利連動型年金）を柱とした新制
度へ移行することとしております。

（2010年2月20日）

（自2009年2月21日

当連結会計年度

（注1）確定拠出年金の掛金支払額及び退職金前払制度による従業員に対する前払退職金 支給額であります。

当連結会計年度

－２６－
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（ストック・オプション等関係）

当連結会計年度（自 2009年2月21日 至 2010年2月20日）

１.ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名

該当事項はありません。

２.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況

（1）ストック・オプションの内容

会社名 提出会社

決議年月日

付与対象者の区分及び人数 当社取締役 6 名

株式の種類別のストック・オプションの付与数 普通株式 株

付与日

権利確定条件 権利確定条件は付されておりません。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 自 2008年5月21日 至 2023年5月20日

（注）株式数に換算して記載しております。

（2）ストック・オプションの規模及びその変動状況

①ストック・オプションの数

会社名

決議年月日

権利確定前

前連結会計年度末

付与

失効

権利確定

未確定残

権利確定後

前連結会計年度末 株

権利確定

権利行使 株

失効

未行使残 株

②単価情報

会社名

決議年月日

権利行使価格 1 円

行使時平均株価

付与日における公正な評価価格 円

３.ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法

年度 2008年

使用した評価技法 ブラック・ショールズ式

株価変動性 （※１） ％

予想残存期間 （※２） 年

予想配当 （※３） ％

無リスク利子率 （※４） ％

（注） ※１ 予想残存期間と同時期の過去株価実績に基づき算定しています。

※２ 権利行使期間の中間点において行使されたものとして算定しています。

※３ 配当実績に基づき算定しています。

※４ 予想残存期間と同時期に対応する国債の利回りに基づき算定しています。

―

―

提出会社

―

6,800

―

1,900

―

―

―

2007年5月10日

6,800

2008年4月21日

2007年5月10日

提出会社

4,900

7.5

2.94

1.07

2007年5月10日

―

737

32.7

－２７－
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（税効果会計関係）

1
〔流動資産〕
繰延税金資産

193,653 千円
38,120
19,432
56,997

308,203 千円

〔固定資産〕
繰延税金資産

102,237 千円
16,829

一 括 償 却 資 産 9,768
12,468

557,764
そ の 他 15,400

714,469 千円
△ 664,008

繰延 税金 資産 合計 50,460 千円
繰延税金負債

△ 4,513

△ 365,882

繰延 税金 負債 合計 △ 370,396 千円
繰延税金資産の純額 △ 319,936 千円

2

法定実効税率 40.4 ％
(調 整)
住民税均等割 △ 13.6
評価性引当額の増減 △ 62.6

その他 △ 1.0
△ 36.0 ％

（企業結合等関係）

前 払 年 金 費 用
その他有価証券評価
差額金

該当事項はありません。
当連結会計年度（自 2009年2月21日 至 2010年2月20日）

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

受取配当金等一時差異ではない
項目

0.8

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との
差異原因

当連結会計年度

（2010年2月20日）

内 装 管 理 費 等

繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

繰 越 欠 損 金
閉 店 損 失 引 当 金

繰延税金資産合計

減 価 償 却 超 過 額

賞 与 引 当 金
そ の 他

評 価 性 引 当 金

出 資 金 評 価 損

繰 越 欠 損 金

繰延税金資産小計

－２８－
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（関連当事者との取引）

当連結会計年度（自 2009年2月21日 至 2010年2月20日）

（1）親会社及び法人主要株主等

属 性 会社等 議決権等の所有 役員の 事業上 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高
の名称 （被所有）割合 兼任等 の関係 （千円） （千円）

情報処理事務
（被所有） の委託等

親会社 イオン(株） 直接 67.37% なし 情報処理事務の委託 資金の 関係会社
間接 4.63% 資金の寄託運用 寄託運用 預け金

利息の
受取り

（2)兄弟会社等

属 性 会社等 議決権等の所有 役員の 事業上 取引の内容 取引金額 科 目 期末残高
の名称 （被所有）割合 兼任等 の関係 （千円） （千円）

店舗等の賃借 804,120 未払費用 45,578

売上代金の 売上預け
親会社の 賃貸借契約に基づく 一時預け 金

子会社 イオンリテール（株） なし なし 店舗及び事務所の賃借 情報処理事務
情報処理事務の委託 の委託等

保証金の差入 10,000 差入保証金 641,394

保証金の返還 247,176 ― ―

店舗等の賃借 334,174 未払費用 10,822

親会社の (所有) 賃貸借契約に基づく 売上代金の 売上預け
子会社 イオンモール(株） 直接 0.20% 兼任１名 店舗の賃借 一時預け 金

保証金の差入 24,854 差入保証金 266,175

保証金の返還 41,498 ― ―

親会社の
子会社

（注）1．上記の金額のうち、取引金額には、消費税等は含まれておらず、期末残高には消費税
等が含まれております。

2．「資金の寄託運用」は、取引の加重平均残高を表示しております。
3．取引条件及び取引条件の決定方針

親会社及び兄弟会社との取引は、一般取引と同様、市場価格に基づき交渉のうえ決定し
ております。

（セグメント情報）
a．事業の種類別セグメント情報

当連結会計年度（自 2009年2月21日 至2010年2月20日）
当社グループの事業は単一セグメントのため、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。

b．所在地別セグメント情報
当連結会計年度（自 2009年2月21日 至2010年2月20日）

日本での売上高が連結売上高の90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略し
ております。

ｃ．海外売上高
当連結会計年度（自 2009年2月21日 至2010年2月20日）

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

アイク（株） なし なし 商品の供給および仕
入 商品仕入高 1,522,436 買掛金 408,431

関係内容

関係内容

未収収益

2,957,260

20,196

3,800,000

22,610 10,593未払金

4,333

― 140,521

― 310,557

5,875 未払金 ―

－２９－
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（１株当たり情報）

至2010年2月20日）

１株当たり純資産額 862.94円

△156.78円

（注）1 1株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

(2010年2月20日）

連結貸借対照表上の純資産の部の合計額（千円）

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）

（うち新株予約権）

期末の普通株式数（株）

（注）２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

至2010年2月20日）

連結損益計算書上の当期純損失（△）（千円）

普通株式の期中平均株式数（株）

当連結会計年度

（自2009年2月21日

1株当たり当期純損失（△）

潜在株式は存在するものの１株当たり
当期純損失であるため、記載しておりま

せん。

当連結会計年度

8,191,555

3,611

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

(3,611)

当連結会計年度

（自2009年2月21日

8,187,944

9,488,429

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり当期純利益金額の算定に含め
なかった潜在株式の概要

新株予約権１種類
（新株予約権の数49個）

普通株式に係る期末の純資産額（千円）

9,486,675

普通株式に係る当期純損失（△）（千円）

△ 1,487,278

△ 1,487,278

－３０－
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(重要な後発事象)

当連結会計年度（自2009年2月21日 至2010年 2月20日）

株式会社コックスとの合併

当社は2010年4月6日開催の取締役会において、2010年 8月21日を合併期日として、当社と株式会

社コックスが、株式会社コックスを存続会社として合併することを決議し、同日付で合併契約書を締結

しました。なお、合併の趣旨、合併契約書の概要及び存続会社の概要は次のとおりであり、詳細は、

2010年 4月6日付の「株式会社コックスおよび株式会社ブルーグラスの合併契約締結に関するお知ら

せ」をご覧ください。

１．合併の趣旨

アパレルを中心とした専門店企業２社が統合することで、次世代の事業プラットフォームの構築

を具体的に実施していくとともに、これまで以上の収益性向上に取り組むものです。

また、両社は共に参画するイオングループの「お客さま第一」というＤＮＡの下、統合による商

品領域の広がりを活かした新たな「ライフスタイル・ファッション」事業を創造することによって、

お客さまのより豊かな暮らしづくりに貢献する企業を目指してまいります。

なお、イオングループでは現在、新たな成長に向けて「選択と集中」の観点より事業構造改革に

着手し、経営資源の更なる有効活用を実施いたしております。その取り組みの一つとして、現在、

ＧＭＳ事業改革を進めておりますが、この新会社では、ファッション専門店としてのＳＰＡ事業プ

ラットフォームを構築し、これをグループ内のブランドと共用することによって、国内に類を見な

い、新しい専門店事業を展開してまいります。

２．合併契約書の要旨

（１）合併の期日 2010年 8月21日

（２）合併の方法 株式会社コックスを存続会社とする吸収合併方式で、当社は解散します。

(注)当社の株式は、株式会社大阪証券取引所ＪＡＳＤＡＱ市場において 2010 年 8 月 18 日付で上

場廃止となる予定です。

（３）吸収合併消滅会社となる会社の株式 1 株に割り当てられる吸収存続会社となる会社の株式の数又

は持分の内容

当社の普通株式1株に対し、株式会社コックスの普通株式1.68株を割当交付します。

３．吸収合併存続会社である株式会社コックスの概要

（１）事業内容

紳士衣料、婦人衣料、子供衣料ならびに関連商品の小売販売

（２）最近３年間の経営成績および財政状態

（単位：百万円。特記しているものを除く。）

2008年

２月期

2009年

２月期

2010年

２月期

純 資 産 11,526 9,413 8,838

総 資 産 16,962 14,123 11,856

売 上 高 20,823 20,714 17,838

営 業 利 益 584 △768 △316

経 常 利 益 742 △640 △210

当 期 純 利 益 3 △1,197 △549

（注）2008年２月期および2009年２月期は単体の数値となっており、2010年２月期は連結の数値となっております。
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５．個別財務諸表
（１）貸借対照表

前事業年度
(平成21年２月20日)

当事業年度
(平成22年２月20日)

460,239 418,554
6,932 5,913

※2 818,052 ※2 930,710
2,413,224 1,188,651

14,881 12,471
59,304 49,336

166,736 308,203
※1 133,041 232,513
※3 4,000,000 ※3 3,800,000

－ 40,000
24,118 ※1 23,143
△ 25 △ 11

8,096,506 7,009,487

建物附属設備（純額） 645,678 442,472
器具備品（純額） 200,087 144,173
建設仮勘定 293 712
有形固定資産合計 846,060 587,358

ソフトウエア 19,083 157,528
電話加入権 1,753 1,805
その他 5,083 4,121
無形固定資産合計 25,921 163,455

投資有価証券 1,650,515 1,652,476
出資金 1,100 600
関係会社出資金 152,440 110,782
破産・更生債権等 5,880 －
長期前払費用 91,878 75,754
差入保証金 3,309,450 2,554,609
店舗賃借仮勘定 ※4 10,712 ※4 2,712
前払年金費用 － 11,173
長期未収入金 19,684 18,675
繰延税金資産 61,395 －
貸倒引当金 △ 41,890 △ 26,294
投資その他の資産合計 5,261,167 4,400,490

6,133,148 5,151,303
14,229,655 12,160,792

固定資産合計
資産合計

流動資産合計
固定資産

有形固定資産

無形固定資産

投資その他の資産

関係会社貸付金
その他
貸倒引当金

前払費用
繰延税金資産
未収入金
関係会社預け金

売掛金
売上預け金
商品
貯蔵品

（単位：千円）

資産の部
流動資産

現金及び預金

－３２－



（株）ブルーグラス（7478）2010年2月期決算短信

前事業年度
(平成21年２月20日)

当事業年度
(平成22年２月20日)

支払手形 1,136,664 812,378
買掛金 1,751,764 1,580,825
未払金 ※1 243,984 ※1 210,131
未払費用 791,839 624,189
未払法人税等 102,701 89,096
未払消費税等 15,819 17,416
賞与引当金 66,899 48,099
店舗閉鎖損失引当金 164,758 94,284
ポイント引当金 10,317 11,590
設備関係支払手形 129,564 13,356
設備関係未払金 6,908 13,113
その他 29,696 26,043
流動負債合計 4,450,918 3,540,525

退職給付引当金 37,009 －
繰延税金負債 － 319,936
長期未払金 34,270 34,270
固定負債合計 71,279 354,206

4,522,197 3,894,731

資本金 1,584,000 1,584,000
資本剰余金

資本準備金 2,224,250 2,224,250
資本剰余金合計 2,224,250 2,224,250

利益剰余金
利益準備金 396,000 396,000
その他利益剰余金

別途積立金 5,200,000 5,200,000
繰越利益剰余金 △ 90,396 △ 1,533,034

利益剰余金合計 5,505,603 4,062,965
自己株式 △ 150,006 △ 148,533
株主資本合計 9,163,846 7,722,682

その他有価証券評価差額金 538,598 539,767
評価・換算差額等合計 538,598 539,767

5,011 3,611
9,707,457 8,266,060

14,229,655 12,160,792

新株予約権
純資産合計

負債純資産合計

負債合計
純資産の部

株主資本

評価・換算差額等

（単位：千円）

負債の部
流動負債

固定負債
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（２）損益計算書

前事業年度
(自 平成20年２月21日
至 平成21年２月20日)

当事業年度
(自 平成21年２月21日
至 平成22年２月20日)

25,569,555 20,587,208
11,918,162 10,229,597
13,651,393 10,357,611

従業員給料及び賞与 5,005,562 4,130,988
賞与引当金繰入額 66,899 48,099
退職給付費用 92,980 96,819
法定福利及び厚生費 939,085 812,968
広告宣伝費 347,039 307,430
消耗品費 840,873 588,594
地代家賃 ※2 4,040,387 3,287,824
水道光熱費 439,626 378,960
修繕維持費 1,120,665 952,629
減価償却費 281,412 285,603
旅費交通費及び通信費 300,923 226,988
その他 ※2 419,787 ※2 280,252
販売費及び一般管理費合計 13,895,242 11,397,157

△ 243,849 △ 1,039,546

受取利息 ※2 27,436 ※2 20,232
受取配当金 45,924 40,349
為替差損 6,110 －
債務勘定整理益 14,073 8,640
仕入割引 11,371 5,066
その他 7,854 13,360
営業外収益合計 112,771 87,648

商品廃棄損 264 1,124
その他 252 167
営業外費用合計 516 1,292

△ 131,594 △ 953,189

受取補償金 17,150 18,376
店舗閉鎖損失引当金戻入額 4,036 77,314
固定資産売却益 － 7,285
貸倒引当金戻入額 32,901 11,953
退職給付引当金戻入額 － 82,436
前期損益修正益 2,457 1,605
特別利益合計 56,545 198,972

固定資産除却損 ※1 32,253 ※1 32,693
賃貸借契約解約損 48,838 26,960
店舗閉鎖損失引当金繰入額 154,775 69,236
減損損失 ※3 310,165 ※3 122,794
貸倒引当金繰入額 － 2,224
出資金評価損 － 41,657
固定資産臨時償却費 12,796 －
その他 7,369 10,516
特別損失合計 566,198 306,081

△ 641,247 △ 1,060,298
168,313 143,196

△ 227,187 239,072
△ 58,874 382,268

△ 582,373 △ 1,442,567

法人税、住民税及び事業税
法人税等調整額
法人税等合計
当期純損失（△）

経常損失（△）
特別利益

特別損失

税引前当期純損失（△）

販売費及び一般管理費

営業損失（△）
営業外収益

営業外費用

（単位：千円）

売上高
売上原価
売上総利益
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（３）株主資本等変動計算書

前事業年度
(自 平成20年2月21日
至 平成21年2月20日)

当事業年度
(自 平成21年2月21日
至 平成22年2月20日)

1,584,000 1,584,000

－ －
1,584,000 1,584,000

2,224,250 2,224,250
－ －

2,224,250 2,224,250

2,224,250 2,224,250
－ －

2,224,250 2,224,250

396,000 396,000
当期変動額合計 － －

396,000 396,000

5,200,000 5,200,000
当期変動額合計 － －

5,200,000 5,200,000

748,112 △ 90,396

新株予約権の行使 － △ 70
剰余金の配当 △ 256,136 －
当期純利益 △ 582,373 △ 1,442,567
当期変動額合計 △ 838,509 △ 1,442,637

△ 90,396 △ 1,533,034

6,344,112 5,505,603

－ △ 70
△ 256,136 －
△ 582,373 △ 1,442,567
△ 838,509 △ 1,442,637
5,505,603 4,062,965

△ 150,006 △ 150,006
当期変動額

新株予約権の行使 － 1,473
当期変動額合計 － 1,473

当期末残高 △ 150,006 △ 148,533

自己株式
前期末残高

（単位：千円）

株主資本
資本金

前期末残高
当期変動額

当期変動額合計
当期末残高

資本剰余金
資本準備金

前期末残高
当期変動額合計
当期末残高

資本剰余金合計

当期変動額合計
前期末残高

当期末残高
利益剰余金

利益準備金
前期末残高

当期末残高
その他利益剰余金

別途積立金
前期末残高

当期末残高
繰越利益剰余金

前期末残高
当期変動額

当期末残高
利益剰余金合計

前期末残高
当期変動額

新株予約権の行使

当期純利益
当期変動額合計

当期末残高

剰余金の配当
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前事業年度
(自 平成20年2月21日
至 平成21年2月20日)

当事業年度
(自 平成21年2月21日
至 平成22年2月20日)

株主資本合計
前期末残高 10,002,356 9,163,846
当期変動額

新株予約権の行使 － 1,402
剰余金の配当 △ 256,136 －
当期純利益 △ 582,373 △ 1,442,567
当期変動額合計 △ 838,509 △ 1,441,164

9,163,846 7,722,682

1,098,593 538,598

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額） △ 559,994 1,168

当期変動額合計 △ 559,994 1,168
538,598 539,767

1,098,593 538,598

株主資本以外の項目の当期変
動額（純額） △ 559,994 1,168

当期変動額合計 △ 559,994 1,168
538,598 539,767

－ 5,011

5,011 △ 1,400

5,011 △ 1,400
5,011 3,611

11,100,949 9,707,457

－ 1,402
剰余金の配当 △ 256,136 －

△ 582,373 △ 1,442,567

△ 554,983 △ 231

△ 1,393,492 △ 1,441,396
9,707,457 8,266,060

（単位：千円）

当期末残高
評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金
前期末残高
当期変動額

当期末残高
評価・換算差額等合計

前期末残高
当期変動額

当期末残高
新株予約権

前期末残高
当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）
当期変動額合計

当期末残高
純資産合計

前期末残高

当期変動額合計
当期末残高

当期変動額
新株予約権の行使

当期純利益
株主資本以外の項目の当期変動額
（純額）
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（4）継続企業の前提に関する注記

該当事項はありません。
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（5）重要な会計方針

項 目

至2009年2月20日） 至2010年2月20日）

1 その他有価証券 その他有価証券
(1) 時価のあるもの (1) 時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差
額は全部純資産直入法により処理し、売却原
価は移動平均法により算定）

同左

(2) 時価のないもの (2) 時価のないもの
移動平均法による原価法 同左

2 (1) デリバティブ (1) デリバティブ
時価法 同左

3 (1) 商品 (1) 商品

(2) 貯蔵品 (2) 貯蔵品
最終仕入原価法 同左

4 (1) 有形固定資産 (1) 有形固定資産
経済的耐用年数に基づく定額法 経済的耐用年数に基づく定額法

建物附属設備 2年～ 8年 建物附属設備 2年～ 8年
器具備品 2年～20年 器具備品 2年～17年

(2) 無形固定資産 (2) 無形固定資産
定額法 同左

(3) 長期前払費用 (3) 長期前払費用
定額法（５年） 同左

5 同左

6 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 (1) 貸倒引当金
同左

(2) 賞与引当金 (2) 賞与引当金
同左

(3) 役員賞与引当金 (3)

役員に支給する賞与に備え、当事業年度末
における支給見込額を計上しております。

(4) (4) 役員業績報酬引当金

役員に対して支給する業績報酬の支出に備
えるため、支給見込額の当事業年度に負担
すべき金額を計上しております。

従来、役員賞与引当金に計上していた役員
に対して支給する業績に連動して支払う報酬
の支給見込額については、当事業年度より役
員業績報酬引当金として表示することとしてお
ります。

外貨建の資産及び負債の
本邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場
により円貨に換算し、換算差額は損益として処理し
ております。

売上債権等の貸倒れによる損失に備え、一般
債権については貸倒実績率により、貸倒懸念
債権等特定の債権については個別に回収可
能性を勘案し、回収不能見込額を計上してお
ります。

従業員、契約社員及びフレックス社員（パート
タイマー）に支給する賞与に備え、支給見込
額のうち当事業年度に負担する金額を計上し
ております。

当事業年度

（自2009年2月21日

前事業年度

（自2008年2月21日

各資産別の経済的耐用年数として以下の年
数を採用しております。

移動平均法による原価法（貸借対照表価額は
収益性の低下に基づく簿価切下げの方法に
より算定）

自社利用のソフトウェアについては、社内にお
ける利用可能期間（５年）に基づく定額法に
よっております。

固定資産の減価償却の方
法

各資産別の経済的耐用年数として以下の年
数を採用しております。

有価証券の評価基準及び
評価方法

棚卸資産の評価基準及び
評価方法 ｢企業会計原則と関係諸法令との調整に関す

る連続意見書｣第四に定める売価還元平均原
価法

デリバティブ等の評価基準
及び評価方法
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項 目

至2009年2月20日） 至2010年2月20日）

(5) 店舗閉鎖損失引当金 (5) 店舗閉鎖損失引当金

店舗の閉店に伴い発生する損失に備え、店
舗閉店により見込まれる中途解約違約金及び
原状回復費等の閉店関連損失見込額を計上
しております。

同左

(6) 退職給付引当金 (6) 退職給付引当金

また、過去勤務債務は発生年度において一
括処理しております。

(7) ポイント引当金 (7) ポイント引当金

自社のポイントカード制度により、発行される
商品お買い物券の利用に備え、当事業年度
末における将来利用見込額を計上しておりま
す。

自社のポイントカード制度により、発行される
商品お買い物券の利用に備え、当事業年度
末における将来利用見込額を計上しておりま
す。

(追加情報）
従来、ポイントカードのポイントが満了になった
お客さまに発行される商品お買物券は、利用
時に売上値引として売上高から控除する方法
によっておりましたが、商品お買物券の利用
が増加し金額的な重要性が増しているため、
当中間期より上記方法によりポイント引当金を
計上することといたしました。
この結果、従来の方法によった場合と比較し、
営業損失、経常損失、税引前当期純損失は
それぞれ10,317千円増加しております。

7 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

(2) ヘッジ手段とヘッジ対象 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象
（ヘッジ手段） （ヘッジ手段）
為替予約 同左

（ヘッジ対象） （ヘッジ対象）
外貨建債務 同左

(3) ヘッジ方針 (3) ヘッジ方針

(4) ヘッジ有効性評価の方法 (4) ヘッジ有効性評価の方法

8 同左

9 同左

繰延ヘッジ処理によっております。なお、為替
予約については、振当処理の要件を満たして
いる場合は振当処理を採用しております。

キャッシュ・フロー計算書に
おける資金の範囲

その他財務諸表作成のため
の基本となる重要な事項

キャッシュ・フロー計算書における資金（現金及び
現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な
預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変
動について僅少なリスクしか負わない取得日から３
カ月以内に償還期限の到来する短期投資から
なっております。

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式に
よっております。

ヘッジ対象の為替変動とヘッジ手段の為替変
動を半期毎に比較し、両者の変動額を基礎に
してヘッジ有効性を評価しております。

前事業年度
（自2008年2月21日

デリバティブ取引に関する内部規程に基づ
き、為替変動のリスクを回避し、原則として同
一通貨により、外貨建債務の円貨によるキャッ
シュ・フローを固定化することを目的として行っ
ております。

従業員の退職給付に備えるため、当事業年
度における退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき、当事業年度末において発生し
ていると認められる額を計上しております。な
お、数理計算上の差異は、その発生時の従
業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により、翌事業年度から
費用処理することとしております。

同左

当事業年度
（自2009年2月21日

同左

同左

従業員の退職給付に備えるため、当事業年
度における退職給付債務及び年金資産の見
込額に基づき、当事業年度末において発生し
ていると認められる額を計上しております。な
お、数理計算上の差異は、その発生時の従
業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数
（10年）による定額法により、翌事業年度から
費用処理することとしております。
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（6）重要な会計方針の変更

（たな卸資産）

（リース取引に関する会計基準）

前事業年度

（自2008年2月21日

至2009年2月20日）

当事業年度より「リース取引に関する会計基準等」（企業会計
基準第13号 平成5年6月17日（企業審議会第一部会）、平成19
年3月30日改正）及び「リース取引に関する会計基準の適用指
針」（企業会計基準適用指針第16号（平成6年1月18日（日本会
計士協会 会計制度委員会）、平成19年3月30日改正））を適用
しております。

当事業年度においては対象となる取引がないため、この変更
による当事業年度の損益に与える影響はありません。

なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度開始
前の所有移転外ファイナンス・リース取引については、引き続き
通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を適用しており
ます。

従来、商品の評価方法につきましては、「企業会計原則と関係
諸法令との調整に関する連続意見書」第四に定める売価還元平
均原価法によっておりましたが、より適正かつ迅速な在庫金額の
把握と期間損益計算を行うため、当事業年度より月間移動平均
原価法に変更しております。この変更により、当事業年度の売上
総利益が１億4百万円減少し、営業損失、経常損失及び税金等
調整前四半期純損失が１億4百万円増加しております。
また、 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成18年7月5日 企業会計基準第9号）を当事業年度
から適用しております。これによる当事業年度の損益に与える影
響は軽微であります。

当事業年度

（自2009年2月21日

至2010年2月20日）

－４０－
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（7）財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

※1 関係会社に対する主な資産・負債 ※1 関係会社に対する主な資産・負債

未払金 13,440 千円 未払金 10,593 千円
未収利息 7,084 未収収益 4,333

※2 売上預け金 ※2 売上預け金
同 左

※3 関係会社預け金 ※3 関係会社預け金
同 左

※4 店舗賃借仮勘定 ※4 店舗賃借仮勘定
同 左

（損益計算書関係）

※1 固定資産除却損の主な内訳 ※1 固定資産除却損の主な内訳
建物附属設備（除却） 30,095 千円 建物附属設備（除却） 8,094 千円
器具備品（除却） 2,157 器具備品（除却） 22,675

計 32,253 千円 ソフトウエア（除却） 1,923
計 32,693 千円

※2 関係会社との主な取引 ※2 関係会社との主な取引
関係会社との主な取引は次のとおりであります。 関係会社との主な取引は次のとおりであります。
地代家賃 557,530 千円 販売費及び一般管理費その他 22,610 千円
販売費及び一般管理費その他 33,168 （事務委託手数料）
（事務委託手数料） 受取利息 20,196
受取利息 26,944

（自2008年2月21日

至2009年2月20日）

当事業年度

（自2009年2月21日

至2010年2月20日）

商品売上代金のうち、ショッピングセンター等の店舗賃貸借
人に預け入れているものであります。

イオン株式会社との金銭消費寄託契約に基づく寄託運用預
け金であります。

店舗賃借の目的で開店までに支出した金額で、開店後、差
入保証金に振替えるものであります。

前事業年度

各科目に含まれているものは次のとおりであります。

前事業年度

（2009年2月20日）

当事業年度

（2010年2月20日）

各科目に含まれているものは次のとおりであります。

－４１－
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※3 減損損失 ※3 減損損失

（1）減損損失を認識した資産グループの概要 （1）減損損失を認識した資産グループの概要

用途 種類 場所 店舗数
（店）

金額
（千円）

用途 種類 場所 店舗数
（店）

金額
（千円）

北海道・東北
地方

16 49,327 北海道・東北
地方

8 11,512

店 建物附 関東地方 48 91,563 店 建物附 関東地方 32 66,864

属設備 中部地方 22 82,153 属設備 中部地方 12 9,115

及び器 近畿地方 29 39,048 及び器 近畿地方 13 20,776
舗 具備品

等
中国・四国地
方 8 26,568

舗 具備品
等

中国・四国地
方 3 7,405

九州地方 11 21,503 九州地方 1 7,119

合計 134 310,165 合計 69 122,794

（2）減損損失の認識に至った経緯 （2）減損損失の認識に至った経緯
同 左

（3）減損損失の金額 （3）減損損失の金額

種類 種類
建物附属設備 252,715 建物附属設備 103,302
器具備品 35,980 器具備品 13,456
その他 21,469 その他 6,035
合計 310,165 合計 122,794

（4）資産のグルーピングの方法 （4）資産のグルーピングの方法
同 左

（5）回収可能価額の算定方法 （5）回収可能価額の算定方法

当事業年度において、当社は以下の資産グループ
について減損損失を計上しております。

当事業年度において、当社は以下の資産グループ
について減損損失を計上しております。

前事業年度

（自2008年2月21日

至2009年2月20日）

当事業年度

（自2009年2月21日

至2010年2月20日）

資産グループの回収可能価額は、使用価値により測
定しており、将来キャッシュ・フローを7.8％で割り引い
て算定しております。

資産グループの回収可能価額は、使用価値により測
定しており、将来キャッシュ・フローを7.5％で割り引い
て算定しております。

店舗における営業活動から生ずる損益が継続してマ
イナスまたは継続してマイナスとなる見込みである資産
グループの帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当
該減少額を減損損失として特別損失に計上しておりま
す。

当社はキャッシュ・フローを生み出す最小単位とし
て、店舗を基礎としてグルーピングをしております。

金額（千円） 金額（千円）
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―４３―

（株主資本等変動計算書関係）

前事業年度（自 2008 年 2 月 21 日 至 2009 年 2 月 20 日）

1．発行済株式の種類及び総数に関する事項

前事業年度末株式数

（株）

当事業年度増加株式数

（株）

当事業年度減少株式数

（株）

当事業年度末株式数

（株）

発行済株式

普通株式 9,680,000 9,680,000

合 計 9,680,000 9,680,000

2．自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数

（株）

当事業年度増加株式数

（株）

当事業年度減少株式数

（株）

当事業年度末株式数

（株）

普通株式 193,471 193,471

合 計 193,471 193,471

３．新株予約権に関する事項

新株予約権の目的となる株式の数（株）

区分 新株予約権の内訳

新株予約権
の目的となる
株式の種類

前事業年
度末

当事業年
度増加

当事業年
度減少

当事業年
度末

当事業年度
末残高（千円）

提出会社
ストックオプションとして
の新株予約権 5,011

合 計 5,011

４．配当に関する事項

(1)配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円）

1 株当たり配当額

（円）
基準日 効力発生日

2008 年 5 月 8 日

定時株主総会
普通株式 256,136 27.00 2008 年 2 月 20 日 2008 年 5 月 9 日

(2)基準日が当期に属する配当のうち、配当効力発生日が翌期となるもの

該当事項はありません。

当事業年度（自 2009 年 2 月 21 日 至 2010 年 2 月 20 日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数

（株）

当事業年度増加株式数

（株）

当事業年度減少株式数

（株）

当事業年度末株式数

（株）

普通株式 193,471 1,900 191,571

合 計 193,471 1,900 191,571

（注）自己株式の減少は、新株予約権の行使によるものであります。
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（リース取引関係）
前事業年度（自2008年2月21日 至2009年2月20日）
当社は、リース取引を全く行なっておりませんので、該当事項はありません。

当事業年度（自2009年2月21日 至2010年2月20日）
当社は、リース取引を全く行なっておりませんので、該当事項はありません。

（有価証券関係）
前事業年度（自2008年2月21日 至2009年2月20日）
子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（自2009年2月21日 至2010年2月20日）
子会社株式および関連会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

1 1
〔流動資産〕 〔流動資産〕
繰延税金資産 繰延税金資産

27,027 千円 193,653 千円
71,762 38,120
67,946 19,432

166,736 千円 56,997
308,203 千円

〔固定資産〕 〔固定資産〕
繰延税金資産 繰延税金資産

187,729 千円 102,237 千円
減 価 償 却 超 過 額 163,189 16,829
一 括 償 却 資 産 24,778 一 括 償 却 資 産 9,768

14,951 12,468
14,783 557,764

そ の 他 21,053 そ の 他 15,400
426,486 千円 714,469 千円

繰延税金負債 △ 664,008
50,460 千円

差額金 繰延税金負債
△ 365,090 千円 △ 4,513 千円

繰延税金資産の純額 61,395 千円 △ 365,882

△ 370,396 千円
繰延税金資産の純額 △ 319,936 千円

2 2

法定実効税率 40.4 ％ 法定実効税率 40.4 ％
(調 整) (調 整)
住民税均等割 △ 24.4 住民税均等割 △ 13.6
評価性引当額の増減 △ 5.8 評価性引当額の増減 △ 62.6

その他 △ 2.5 その他 △ 1.0
9.2 ％ △ 36.0 ％

繰延税金資産合計

繰延税金負債合計

そ の 他

繰 越 欠 損 金

減 価 償 却 超 過 額

賞 与 引 当 金
そ の 他

繰 越 欠 損 金

退 職 給 付 引 当 金
内 装 管 理 費 等

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

税効果会計適用後の法人税等の
負担率

受取配当金等一時差異ではない
項目

評 価 性 引 当 金

その他有価証券評価
差額金
繰延税金負債合計

その他有価証券評価
△ 365,090

前 払 年 金 費 用

繰延税金資産合計

前事業年度

（2009年2月20日）

当事業年度

（2010年2月20日）

繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳 繰延税金資産及び繰延税金負債の主な原因別内訳

繰 越 欠 損 金
閉 店 損 失 引 当 金

賞 与 引 当 金
閉店損失引当金等

0.8

繰延税金資産合計

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との
差異原因

内 装 管 理 費 等

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との
差異原因

繰延税金資産合計

受取配当金等一時差異ではない
項目

1.5

出 資 金 評 価 損

繰延税金資産小計

－４４－
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（１株当たり情報）

至2009年2月20日） 至2010年2月20日）

１株当たり純資産額 1,022.76円 870.79円

△61.39円 △152.06円

（注）1 1株当たり純資産額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

（2009年2月20日） （2010年2月20日）

貸借対照表上の純資産の部の合計額（千円）

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）

（うち新株予約権）

期末の普通株式数（株）

（注）２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は以下のとおりであります。

至2009年2月20日） 至2010年2月20日）

当期純損失（△）（千円）

普通株式の期中平均株式数（株）

（重要な後発事象）

前事業年度（自2008年2月21日 至2009年2月20日）

該当事項はありません。

当事業年度（自2009年2月21日 至2010年2月20日）

６.その他
（1）役員の異動

① 代表取締役の異動

該当事項はありません。

② 新任取締役候補（2010年5月12日付）

取締役 池内 清和 （現 顧問）

取締役 高野 秀明 （現 ローラアシュレイジャパン株式会社）

③ 退任予定取締役（2010年5月12日付）

常務取締役 折井 誠 （現 常務取締役 経営管理部長）

取締役 柳沢 俊雄 （現 取締役 財経グループリーダー）

（2）その他

該当事項はありません。

当社は2010年8月21日に当社を消滅会社、株式会社コックスを存続会社とする合併を予定しております。その合併概要につきまて
は、４．連結財務諸表の重要な後発事象に記載しておりますので、ご参照ください。。

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり当期純利益金額の算定に含め
なかった潜在株式の概要

新株予約権１種類
（新株予約権の数49個）

普通株式に係る期末の純資産額（千円）

9,486,529

9,486,529 9,486,675

普通株式に係る当期純損失（△）（千円）

新株予約権１種類
（新株予約権の数68個）

△ 1,442,567

△ 1,142,567

(3,611)

当事業年度

（自2009年2月21日

8,262,449

9,488,429

(5,011)

△ 582,373

△ 582,373

前事業年度

（自2008年2月21日

9,702,445

5,011

当事業年度前事業年度

8,266,060

3,611

9,707,457

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 潜在株式は存在するものの１株当
たり当期純損失であるため、記載し
ておりません。

前事業年度 当事業年度

（自2008年2月21日 （自2009年2月21日

１株当たり当期純利益金額
又は1株当たり当期純損失金額（△）

同 左

－４５－
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－４６－

６．補足資料（個別業績）

（１）損益概況
（単位：百万円・％）

前期（09/2） 当期（10/2）
金額 構成比 金額 構成比 前期比

公表
数値

公表比

売 上 高 25,569 100.0 20,587 100.0 80.5 20,450 100.7

売 上 総 利 益 13,651 53.1 10,357 50.3 75.9

販売費及び一般管理費 13,895 51.0 11,397 55.4 82.0

営業損失（△） △243 △0.9 △1,039 △5.1 － △1,050 －

経常損失（△） △131 △0.5 △953 △4.6 － △970 －

税引前当期純損失（△） △641 △2.5 △1,060 △5.2 －

当期純損失（△） △582 △2.3 △1,442 △7.0 － △1,460 －

（注）公表数値は 2010 年 2 月 12 日に公表しました「業績予想の修正」数値を表示しております。

（２）月別売上高伸率
（前年同月比、単位：％）

全 店 既 存 店
期間

売上 客数 客単価 売上 客数 客単価
０９／ ３月度 ８０ .５ ８６ .８ ９２ .７ ８１ .４ ９０ .５ ８９ .９
０９／ ４月度 ８３ .０ ８６ .４ ９６ .０ ８５ .６ ９１ .７ ９３ .４
０９／ ５月度 ８９ .１ ９５ .２ ９３ .５ ８９ .７ ９９ .３ ９０ .４
第 １ 四 半 期 計 ８４ .２ ８９ .４ ９４ .１ ８５ .４ ９３ .５ ９１ .３
０９／ ６月度 ８９ .６ ９６ .３ ９３ .１ ９１ .２ １００ .０ ９１ .２
０９／ ７月度 ８８ .７ ９３ .３ ９５ .１ ８９ .４ ９５ .７ ９３ .４
０９／ ８月度 ７８ .９ ８５ .２ ９２ .６ ８２ .５ ９０ .３ ９１ .４
第 ２ 四 半 期 計 ８５ .８ ９１ .４ ９３ .９ ８６ .１ ９３ .４ ９２ .２
上 半 期 計 ８４ .９ ９０ .４ ９４ .０ ８５ .６ ９３ .１ ９１ .９
０９／ ９月度 ７８ .０ ７９ .４ ９８ .２ ８３ .４ ８６ .６ ９６ .３
０９／１０月度 ７１ .７ ７６ .８ ９３ .３ ７７ .８ ８４ .７ ９１ .９
０９／１１月度 ７０ .４ ７８ .８ ８９ .４ ７６ .７ ８６ .１ ８９ .０
第 ３ 四 半 期 計 ７３ .０ ７８ .３ ９３ .３ ７８ .５ ８５ .２ ９２ .１
０９／１２月度 ７６ .５ ８８ .４ ８６ .５ ８５ .２ ９７ .５ ８７ .４
１０／ １月度 ７５ .９ ８９ .９ ８４ .５ ８３ .０ ９８ .９ ８３ .９
１０／ ２月度 ８７ .５ １０９ .４ ８０ .０ ９６ .９ １１９ .３ ８１ .２
第 ４ 四 半 期 計 ７８ .６ ９３ .８ ８３ .８ ８６ .０ １０２ .０ ８４ .３
下 半 期 計 ７５ .８ ８６ .０ ８８ .１ ８２ .４ ９３ .６ ８８ .０
年 間 計 ８０ .５ ８８ .３ ９１ .１ ８４ .２ ９３ .３ ９０ .２
１０／ ３月度 ７７ .６ ８７ .４ ８８ .７ ８８ .８ ９７ .５ ９１ .１
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－４７－

（３）事業部別出退店数

前 期（０９／２） 当 期（１０／２）
事 業 部 開店 閉店 期末店数

事業部
間移動 開店 閉店 期末店数

ビ ザ ッ ズ １ ４１ ２８３ △６９ １ ３１ １８４

ヤングブランド ８ ７ ６７ １１ １１ ６７

ライフスタイル ２０ ７ １６６ ＋６９ ７ ７９ １６３

計 ２９ ５５ ５１６ １９ １２１ ４１４

（４）投資額
（単位：百万円）

前 期（０９／２） 当 期（１０／２）
投 資 額 減価償却実施額 投 資 額 減価償却実施額

投 資 額 ７７４ ２８１ ５２０ ２８５
（注） １．投資額は、当期の新店等に係る経費処理額を含む固定資産・差入保証金等の支払額をいい

キャッシュベースではありません。

（５）荒利率
（単位：％）

前 期 当 期 差異率
荒 利 率 ５３ .４ ５０ .３ ▲３ .１
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売上高の状況

売上高 構成比 前期比 荒利益率 売上高 構成比 前期比 荒利益率
（百万円） （％） （％） （％） （百万円） （％） （％） （％）

衣料 16,199 63.4 86.5 54.9 13,611 66.1 84.0 52.2
ファッショングッズ 4,497 17.6 84.3 52.8 3,132 15.2 69.7 47.5
ニューインナー 563 2.2 76.3 49.3 387 1.9 68.7 43.5
生活雑貨 4,309 16.8 89.4 49.0 3,455 16.8 80.2 46.2
合計 25,569 100.00 86.3 53.4 20,587 100.0 80.5 50.3

経費明細

金額 前期比 営収比 金額 前期比 営収比
（百万円） （％） （％） （百万円） （％） （％）

人件費 6,169 92.1 24.1 5,108 82.8 24.8
販売促進費 837 90.5 3.3 701 83.7 3.4
設備費 6,077 91.8 23.8 4,973 81.8 24.2
一般費 810 95.3 3.2 614 75.7 3.0
合計 13,895 92.0 54.3 11,397 82.0 55.4

開店の状況(2011年2月期開店予定数）

上期

（店）
ヤングブランド 11
ライフスタイル 13
合計 24

設備投資額実績及び見通し

新店投資 528 219
既存店投資（改装等） 245 90
ＩＴ投資 1 210
設備投資額計 774 520

減価償却費 281 285

2009年2月期
（百万円）

2010年2月期
（百万円）

2009年2月期 2010年2月期

2010年2月期2009年2月期

－４８－


