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1.  平成23年2月期第1四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年5月31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 ％

23年2月期第1四半期 7,528 7.0 474 172.8 457 198.9 250 72.9
22年2月期第1四半期 7,036 ― 173 ― 153 ― 145 ―

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 1,422.12 1,420.21
22年2月期第1四半期 822.74 ―

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 20,632 9,151 39.3 45,906.24
22年2月期 20,384 9,017 39.2 45,247.07

（参考） 自己資本   23年2月期第1四半期  8,101百万円 22年2月期  7,985百万円

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 ― 800.00 ― 800.00 1,600.00
23年2月期 ―
23年2月期 

（予想） 800.00 ― 800.00 1,600.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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）

（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

第2四半期 
連結累計期間 14,000 4.5 390 197.7 370 311.1 120 33.3 680.03

通期 31,000 8.8 1,370 30.4 1,300 33.6 600 46.3 3,399.85
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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  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） 

(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 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 176,480株 22年2月期  176,480株
② 期末自己株式数 23年2月期第1四半期  ―株 22年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年2月期第1四半期 176,480株 22年2月期第1四半期 176,480株
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当第１四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31日)におけるわが国経済は、ア

ジア地域の高成長などによる海外経済の改善を背景に、緩やかながら回復傾向となりました。個人消費

は、引き続く政府の各種刺激策の効果もあり、耐久消費財を中心に持ち直しをみせましたが、雇用環境・

所得環境は依然として厳しく、低迷状況が続いております。  

 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、一部富裕層の消費意欲に回

復の兆しがみられたものの、消費全体の底上げには至らず、消費マインドの低下状況が続いております。

 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１四半期連結累計期間の売上高は75億28百万円(前年同期比7.0％増)、売上総利益は45

億42百万円(前年同期比7.4％増)、営業利益は４億74百万円(前年同期比172.8％増)、経常利益は４億57百

万円(前年同期比198.9％増)、四半期純利益は２億50百万円(前年同期比72.9％増)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10店舗(退店１店舗)、ジュエリー部門においては新規出店２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、36億30百万円(前年同期比0.9％

減)、４億77百万円(前年同期比14.2％増)となりました。  

 アパレル部門においては、新規出店４店舗を行いました結果、売上高は９億81百万円(前年同期比

16.3％増)となりました。  

 この結果、その他部門の売上高３億３百万円(前年同期比49.9％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53億93百万円(前年同期比5.1％増)、営業利益は３億86百万円(前

年同期比95.0％増)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、

ＫＤＤＩ株式会社及び沖縄セルラー電話株式会社と共同で新たなファッションＥＣサイト『au one

Brand Garden』の開設などにより売上は増収となりました。  

 この結果、売上高(セグメント間取引相殺消去後)は21億34百万円(前年同期比12.0％増)、営業利益は

88百万円(前年同期は△23百万円)となりました。  

  

総資産は、前連結会計年度末と比較して２億48百万円増加しております。これは主に、商品及び製品

が６億24百万円、受取手形及び売掛金が２億13百万円増加した一方、現金及び預金が５億67百万円減少

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１億13百万円増加しております。これは主に、長期借入金が

４億59百万円減少した一方、支払手形及び買掛金が３億44百万円、短期借入金が95百万円及び流動負債

のその他が１億16百万円増加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１億34百万円増加しております。これは主に、利益剰余金が

・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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1億10百万円増加したこと等によるものであります。 

  

当第１四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、４億37百万円減少し、29億45百万円となりました。  

 当第１四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、たな卸資産の増加額６億99百万円及び売上債権の増加額１億88

百万円等の支出要因を、税金等調整前四半期純利益４億53百万円、減価償却費１億64百万円及び仕入

債務の増加額３億25百万円等の収入要因が上回ったことにより、２億96百万円となりました。 

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１億39百万円等により、１億24百

万円となりました。 

財務活動の結果使用した資金は、長期借入金の返済による支出４億53百万円と配当金の支払額１億

41百万円等により、６億４百万円となりました。 

  

平成23年２月期の連結業績予想につきましては、前回公表（平成22年４月14日付け）いたしました業績

予想に変更はありません。 

  

(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１四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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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１四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,954,443 3,521,536

受取手形及び売掛金 2,766,065 2,552,661

商品及び製品 6,454,016 5,829,372

仕掛品 19,192 22,518

原材料及び貯蔵品 156,456 157,820

その他 1,505,049 1,376,750

貸倒引当金 △2,392 △2,205

流動資産合計 13,852,830 13,458,453

固定資産

有形固定資産 1,865,670 1,846,865

無形固定資産

のれん 473,155 480,855

その他 606,943 571,965

無形固定資産合計 1,080,099 1,052,820

投資その他の資産

差入保証金 1,978,847 1,961,731

その他 1,878,237 2,087,807

貸倒引当金 △23,447 △23,574

投資その他の資産合計 3,833,637 4,025,964

固定資産合計 6,779,407 6,925,650

資産合計 20,632,237 20,384,103

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,034,803 1,690,402

短期借入金 2,050,000 1,954,338

1年内返済予定の長期借入金 1,137,812 1,131,692

1年内償還予定の社債 － 100,000

未払法人税等 53,739 80,405

引当金 346,403 213,118

その他 1,313,656 1,197,323

流動負債合計 6,936,414 6,367,279

固定負債

長期借入金 4,417,190 4,876,643

引当金 49,059 47,303

その他 77,593 75,568

固定負債合計 4,543,843 4,999,514

負債合計 11,480,257 11,366,794
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年５月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22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 3,723,297 3,612,979

株主資本合計 8,108,497 7,998,179

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 8,097 2,310

為替換算調整勘定 △15,061 △15,287

評価・換算差額等合計 △6,963 △12,976

少数株主持分 1,050,446 1,032,106

純資産合計 9,151,979 9,017,309

負債純資産合計 20,632,237 20,384,103
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(2) 【四半期連結損益計算書】

  【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年５月31日)

売上高 7,036,683 7,528,231

売上原価 2,806,776 2,985,821

売上総利益 4,229,906 4,542,410

販売費及び一般管理費 4,056,063 4,068,248

営業利益 173,843 474,162

営業外収益

受取利息 2,899 132

受取配当金 750 87

補助金収入 4,092 4,092

その他 4,133 4,489

営業外収益合計 11,874 8,801

営業外費用

支払利息 31,144 21,437

その他 1,366 3,611

営業外費用合計 32,510 25,048

経常利益 153,207 457,915

特別利益

投資有価証券売却益 － 179

固定資産売却益 188 －

特別利益合計 188 179

特別損失

固定資産除却損 32,689 4,178

投資有価証券評価損 1,062,862 －

貸倒引当金繰入額 288,021 －

物流拠点移転費用 23,058 －

特別損失合計 1,406,632 4,178

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△1,253,236 453,916

法人税、住民税及び事業税 19,651 6,350

法人税等調整額 △1,242,106 178,249

法人税等合計 △1,222,455 184,600

少数株主利益又は少数株主損失（△） △175,978 18,339

四半期純利益 145,197 250,976
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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１四半期連結累計期間
(自 平成21年３月１日
至 平成21年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年５月31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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△1,253,236 453,916

減価償却費 184,190 164,333

のれん償却額 8,200 7,700

貸倒引当金の増減額（△は減少） 284,133 61

受取利息及び受取配当金 △3,649 △220

支払利息 31,144 21,437

持分法による投資損益（△は益） 807 1,204

有形固定資産除却損 32,688 4,178

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） △250,685 △188,565

たな卸資産の増減額（△は増加） △351,115 △699,603

仕入債務の増減額（△は減少） 24,422 325,554

その他 311,569 276,439

小計 81,330 366,436

利息及び配当金の受取額 4,305 447

利息の支払額 △34,116 △24,946

法人税等の支払額 △89,803 △45,639

営業活動によるキャッシュ・フロー △38,283 296,297

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 －

定期預金の払戻による収入 50,000 130,000

有形固定資産の取得による支出 △124,973 △139,402

有形固定資産の売却による収入 304 －

無形固定資産の取得による支出 △24,517 △74,878

投資有価証券の取得による支出 △15,344 △2,000

敷金及び保証金の差入による支出 △50,772 △44,866

敷金及び保証金の回収による収入 144,122 28,250

その他 △251,775 △21,260

投資活動によるキャッシュ・フロー △302,956 △124,156

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） － 95,662

短期借入れによる収入 4,250,000 －

短期借入金の返済による支出 △3,100,480 －

長期借入金の返済による支出 △403,333 △453,333

社債の償還による支出 － △100,000

配当金の支払額 △141,184 △141,184

その他 △4,836 △5,493

財務活動によるキャッシュ・フロー 600,166 △604,348

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,284 △4,884

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 261,211 △437,092

現金及び現金同等物の期首残高 3,818,291 3,382,473

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,079,503 2,945,380
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該当事項はありません。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31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１四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31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 
 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(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

5,130,011 1,906,671 7,036,683 ― 7,036,683

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

3,926 21,576 25,503 (25,503) ―

計 5,133,938 1,928,248 7,062,186 (25,503) 7,036,683

営業利益又は営業損失(△) 198,367 △23,728 174,638 (795) 173,843

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 

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

5,393,581 2,134,650 7,528,231 ― 7,528,231

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

836 28,754 29,590 (29,590) ―

計 5,394,417 2,163,405 7,557,822 (29,590) 7,528,231

営業利益又は営業損失(△) 386,793 88,220 475,014 (851) 474,162

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 
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前第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31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１四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31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。 

  

前第１四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年５月31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。 

  

当第１四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年５月31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。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

6. その他の情報
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