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1.  平成23年2月期第1四半期の業績（平成22年2月21日～平成22年5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 ％

23年2月期第1四半期 29,445 △1.3 2,373 1.5 2,430 1.5 1,378 0.0
22年2月期第1四半期 29,840 ― 2,337 ― 2,395 ― 1,378 ―

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

23年2月期第1四半期 20.36 20.36
22年2月期第1四半期 20.04 ―

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

23年2月期第1四半期 65,272 45,363 69.1 667.21
22年2月期 66,724 44,917 66.9 658.52

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  45,103百万円 22年2月期  44,659百万円

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

22年2月期 ― 8.00 ― 10.00 18.00
23年2月期 ―
23年2月期 

（予想）
8.00 ― 10.00 18.00

3.  平成23年2月期の業績予想（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）

（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

第2四半期 
累計期間

60,248 5.2 4,282 15.9 4,404 15.2 2,452 13.1 36.16

通期 124,921 6.1 10,095 10.2 10,342 10.0 5,791 8.2 85.39
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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） 

(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 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） 23年2月期第1四半期 69,588,856株 22年2月期  69,588,856株
② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  1,988,466株 22年2月期  1,770,016株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 23年2月期第1四半期 67,704,118株 22年2月期第1四半期 68,797,771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。 
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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１四半期におけるわが国経済は、好調なアジア経済による輸出の増加や景気対策効果により持ち直しを見せ、企

業収益は回復基調にあり、個人消費にも好転の兆しがあります。しかしながら、欧州財政の信用不安、失業率が高い水

準にあるなど、国内経済は依然として先行き不透明な状況が続いております。 

このような中で、当社は当第１四半期においても郊外を中心に13店の新規出店を行い、更なる店舗網の拡充を図ると

同時に、商品の品揃えにおいてさらに他社との差別化を図るため、13店のうち７店については売場面積を300坪型とし、

店舗の大型化に取り組んでまいりました。この結果、当第１四半期末の店舗数は718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、衣料部門はゴールデンウィーク期間中に気温が上昇し、夏物衣料が好調でし

たが、ゴールデンウィーク期間中以外は第１四半期期間中を通じ全般的に天候不順が続き、ベビー・子供のアウトウエ

アやナイトウエアで苦戦しました。雑貨部門におきましては、大型育児用品はやや伸び悩みましたが、紙おむつ・ベビ

ーフード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、売上面での伸び悩みにより4.7％の増にとどまりましたが、売上総利益率は、衣料品の

在庫数量の管理精度が向上し、冬物衣料の晩期値下げロスを大幅に削減できたことなどにより、前年同期比で2.1％上

昇と大幅な改善となりました。 

以上の結果、当第１四半期の売上高は 294 億４千５百万円（前年同期比 98.7％）、営業利益は 23 億７千３百万円（前

年同期比 101.5％）、経常利益は 24 億３千万円（前年同期比 101.5％）、また四半期純利益は 13 億７千８百万円（前年

同期比 100.0％）となりました。 

なお、当第１四半期末店舗数718店舗の地域別の状況は、北海道地区31店舗、東北地区62店舗、関東地区193店舗、中

部地区120店舗、近畿地区141店舗、中国地区48店舗、四国地区26店舗、九州・沖縄地区97店舗となっております。 

 

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１四半期末における総資産は652億７千２百万円と前期末から14億５千１百万円の減少となりました。これは、

主に法人税等の支払により現金及び預金が15億９百万円減少したことなどによります。 

当第１四半期末における負債は199億９百万円と前期末から18億９千７百万円の減少となりました。これは、主に未

払法人税等が11億４千５百万円減少したことや支払手形及び買掛金が７億６千８百万円減少したことなどによります。 

当第１四半期末における純資産は453億６千３百万円と前期末から４億４千５百万円の増加となりました。これは、

主に四半期純利益13億７千８百万円による増加の一方、前期末配当金の支払額６億７千８百万円および自己株式の取

得による３億円の減少があったことなどによります。 

 

(2) キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期におけるキャッシュ・フローは、前期末に比べ17億３百万円減少し、現金及び現金同等物の四半期末残

高は232億３千４百万円となりました。 

当第１四半期における各キャッシュ・フローの状況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、５億４千７百万円の減少（前年同期比５億１千１百万円減）となりました。

これは、主に税引前四半期純利益が24億２千１百万円となった一方で、仕入債務の減少７億６千８百万円および法人税

等の支払額21億１千８百万円があったことなどによります。 

 

 （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・フローは、１億９千６百万円の減少（前年同期比０百万円増）となりました。これは、

主に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３億２千１百万円があったことなどによります。 

 

 （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、９億６千万円の減少（前年同期比３千９百万円減）となりました。これは、

前期の期末配当金の支払額６億７千８百万円および自己株式の取得による支出３億円があったことなどによります。 
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３. 業績予想に関する定性的情報 
  平成 22 年３月 31 日に発表しました第２四半期累計期間および通期の業績予想に変更はありません。 

 

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 

  該当事項はありません。 

 

(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 

  該当事項はありません。 

 



5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年５月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 22,508,349 24,018,194

売掛金 1,314,136 766,700

商品 16,255,944 16,382,587

未着商品 139,795 461,634

預け金 725,680 919,779

その他 2,169,711 2,089,068

流動資産合計 43,113,616 44,637,965

固定資産   

有形固定資産 5,150,907 5,114,449

無形固定資産 416,327 417,210

投資その他の資産   

建設協力金 11,605,651 11,633,275

その他 4,986,307 4,921,812

投資その他の資産合計 16,591,958 16,555,088

固定資産合計 22,159,194 22,086,748

資産合計 65,272,811 66,724,713

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 13,244,177 14,012,448

未払法人税等 1,080,122 2,226,068

賞与引当金 702,352 458,518

設備関係支払手形 319,125 361,861

その他 3,581,943 3,790,892

流動負債合計 18,927,721 20,849,789

固定負債   

退職給付引当金 302,946 292,844

役員退職慰労引当金 197,900 190,700

その他 480,879 473,400

固定負債合計 981,725 956,944

負債合計 19,909,446 21,806,734
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年５月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22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 2,321,547 2,321,708

利益剰余金 42,149,647 41,449,079

自己株式 △1,879,948 △1,630,683

株主資本合計 45,114,279 44,663,136

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,232 △6,191

繰延ヘッジ損益 △2,284 3,002

評価・換算差額等合計 △10,516 △3,189

新株予約権 259,602 258,031

純資産合計 45,363,364 44,917,979

負債純資産合計 65,272,811 66,724,713
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(2)【四半期損益計算書】 
【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年５月20日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年５月20日) 

売上高 29,840,615 29,445,638

売上原価 19,461,291 18,574,191

売上総利益 10,379,324 10,871,447

販売費及び一般管理費 8,041,463 8,498,149

営業利益 2,337,860 2,373,298

営業外収益   

受取利息 32,563 33,130

期日前決済割引料 21,819 21,050

その他 4,825 7,173

営業外収益合計 59,209 61,354

営業外費用   

支払利息 － 2,935

支払手数料 1,509 1,054

営業外費用合計 1,509 3,989

経常利益 2,395,560 2,430,662

特別損失   

店舗閉鎖損失 － 4,790

有形固定資産除却損 371 4,513

特別損失合計 371 9,304

税引前四半期純利益 2,395,189 2,421,358

法人税、住民税及び事業税 949,000 1,043,000

法人税等調整額 67,793 △397

法人税等合計 1,016,793 1,042,602

四半期純利益 1,378,395 1,378,756
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年５月20日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年５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 2,395,189 2,421,358

減価償却費 165,988 192,049

賞与引当金の増減額（△は減少） 215,514 243,834

退職給付引当金の増減額（△は減少） △897 10,101

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 8,650 7,200

受取利息及び受取配当金 △32,603 △33,177

支払利息 － 2,935

売上債権の増減額（△は増加） △425,344 △547,436

たな卸資産の増減額（△は増加） △222,895 448,482

仕入債務の増減額（△は減少） 365,659 △768,240

その他 △293,872 △403,310

小計 2,175,387 1,573,797

利息及び配当金の受取額 50 49

利息の支払額 － △2,935

法人税等の支払額 △2,211,347 △2,118,244

営業活動によるキャッシュ・フロー △35,909 △547,332

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 △211,070 △160,740

建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出 △262,223 △321,326

建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入 276,455 285,927

投資活動によるキャッシュ・フロー △196,839 △196,139

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △32,858

配当金の支払額 △620,949 △678,188

自己株式の取得による支出 △300,093 △300,010

自己株式の処分による収入 － 50,585

財務活動によるキャッシュ・フロー △921,042 △960,472

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） △1,153,790 △1,703,944

現金及び現金同等物の期首残高 24,165,004 24,937,974

現金及び現金同等物の四半期末残高 23,011,213 23,234,029
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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。 
 

(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 22 年３月 31 日開催の取締役会決議により 299,963 千円（272,100 株）の自己株式を取得しております。 

 

 



㈱西松屋チェーン（7545） 平成 23 年２月期 第１四半期決算短信（非連結） 

10 

「参考資料」 
四半期商品別売上高 

（単位：千円、千円未満切捨、％） 

商 品 別 

前年同四半期 

（平成22年２月期

第１四半期） 

当四半期 

（平成23年２月期

第１四半期） 

増  減 
（参考） 

平成22年２月期

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

子 供 衣 料 11,251,539 10,259,879 △991,659 △8.8 42,612,907

育 児 ・ 服 飾 雑 貨 14,065,723 14,720,146 654,423 4.7 56,544,660

ベビー・マタニティー衣料 4,434,954 4,393,301 △41,652 △0.9 18,215,602

そ の 他 88,398 72,310 △16,088 △18.2 347,822

合 計 29,840,615 29,445,638 △394,977 △1.3 117,720,993

（注）上記売上高には消費税等は含まれておりません。 
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