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1.  平成23年5月期第1四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22年8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5月期第1四半期 14,212 2.8 760 ― 763 ― △35 △84.0
22年5月期第1四半期 13,827 △8.4 40 △95.0 20 △97.6 △219 △151.3

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5月期第1四半期 △1.25 ―
22年5月期第1四半期 △7.86 ―

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5月期第1四半期 35,651 23,442 65.8 840.21
22年5月期 35,811 24,629 68.8 882.77

（参考） 自己資本   23年5月期第1四半期  23,442百万円 22年5月期  24,629百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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5月期 ― ― ― 10.00 10.00
23年5月期 ―
23年5月期 

（予想）
10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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)

29,100 1.4 2,350 63.9 2,350 63.1 850 67.4 30.47

通期 59,000 1.1 5,000 22.1 5,000 20.1 2,250 27.9 80.65



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
・この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基
づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「2.その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年5月期1Q  27,900,000株 22年5月期  27,900,000株
② 期末自己株式数 23年5月期1Q  72株 22年5月期  72株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期1Q  27,899,928株 22年5月期1Q  27,899,933株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、新興国を中心とした輸出の増加や国内の各種経済

対策の効果により、企業収益の回復がみられる一方で、依然として雇用環境は厳しいままであり、先行

きの不透明感が拭えない状況で推移しました。 

当社グループが属するレディースカジュアル専門店業界は、消費者の根強い生活防衛意識により価格

訴求の傾向は収まらず、消費マインドの低迷が続く厳しい状況が続きました。 

このような状況のなか、当社グループにおきましては、既存店の活性化に向けた施策を実施してまい

りました。シーズン強化商品の展開をスタートさせたほか、店舗立地別に商品投入のパターン化を進め

ました。また、これらをもとに店頭打ち出しやトータルコーディネート提案等に取り組み、商品企画と

売場との連携に注力いたしました。 

 店舗展開に関しましては、積極的なスクラップアンドビルドを進めた結果、当第１四半期連結会計期

間末における国内店舗数は861店舗となりました。 

中国子会社である好麗姿（上海）服飾商貿有限公司（注）におきましては、当第１四半期連結会計期

間末における直営店舗数は143店舗となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間におきましては、売上高142億12百万円（前年同期比2.8％

増）、営業利益７億60百万円（前年同期は40百万円の営業利益）、経常利益７億63百万円（前年同期は

20百万円の経常利益）となりました。なお、特別損失として、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響

額４億89百万円、減損損失１億41百万円等を計上したことにより、四半期純損失35百万円（前年同期は

２億19百万円の四半期純損失）となりました。 

(注）好麗姿(上海)服飾商貿有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、日本語常用漢字で代用

しております。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて１億60百万円減少して

356億51百万円となりました。これは、現金及び預金が増加した一方で、売掛金やたな卸資産が減少し

たこと等によるものです。 

負債については、前連結会計年度末に比べて10億27百万円増加して122億09百万円となりました。こ

れは、資産除去債務が増加したこと等によるものです。 

純資産については、前連結会計年度末に比べて11億87百万円減少して234億42百万円となりました。

これは、繰延ヘッジ損失が増加したこと等によるものです。 

  

当連結会計年度の連結業績予想につきましては、平成22年７月６日公表の数値から変更はありませ
ん。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(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。 

  

該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成

20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、営業利益、経常利益は16,588千円、税金等調整前四半期純利益は532,062千円それぞれ

減少しております。 

 また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は805,059千円であります。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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3. 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８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５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,462,271 6,499,616

売掛金 2,401,044 3,193,405

たな卸資産 4,982,239 5,808,920

未収還付法人税等 1,094 11,617

その他 1,382,050 880,701

貸倒引当金 △1,384 △3,335

流動資産合計 16,227,315 16,390,926

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,119,982 7,124,770

その他（純額） 2,884,259 2,943,909

有形固定資産合計 10,004,242 10,068,680

無形固定資産

その他 92,854 98,981

無形固定資産合計 92,854 98,981

投資その他の資産

差入保証金 8,580,916 8,725,270

その他 793,846 570,972

貸倒引当金 △47,700 △43,158

投資その他の資産合計 9,327,062 9,253,083

固定資産合計 19,424,158 19,420,745

資産合計 35,651,474 35,811,671

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,500,390 1,722,907

短期借入金 1,039,120 1,054,480

1年内返済予定の長期借入金 880,800 880,800

未払法人税等 368,151 1,015,845

ポイント引当金 7,769 7,392

物流経費等返還引当金 120,000 120,000

資産除去債務 22,692 －

その他 4,498,198 3,323,565

流動負債合計 8,437,121 8,124,990

固定負債

長期借入金 2,056,400 2,141,600

退職給付引当金 847,677 819,809

資産除去債務 777,676 －

その他 90,527 95,895

固定負債合計 3,772,281 3,057,305

負債合計 12,209,403 11,182,295
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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８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５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,566,800 3,566,800

資本剰余金 3,941,880 3,950,950

利益剰余金 17,177,581 17,482,618

自己株式 △330 △330

株主資本合計 24,685,931 25,000,038

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △0 906

繰延ヘッジ損益 △1,157,344 △318,888

為替換算調整勘定 △86,514 △52,680

評価・換算差額等合計 △1,243,859 △370,662

純資産合計 23,442,071 24,629,376

負債純資産合計 35,651,474 35,811,671
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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６月１日
至 平成21年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
 至 平成22年８月31日)

売上高 13,827,047 14,212,435

売上原価 6,258,606 6,268,341

売上総利益 7,568,440 7,944,093

販売費及び一般管理費 7,527,808 7,183,979

営業利益 40,632 760,114

営業外収益

受取利息 592 821

受取配当金 122 147

為替差益 2,446 14,115

受取地代家賃 16,339 12,127

受取補償金 － 2,463

雑収入 5,193 5,773

営業外収益合計 24,694 35,449

営業外費用

支払利息 21,230 12,590

貸倒引当金繰入額 － 8,722

デリバティブ評価損 11,289 8,510

雑損失 12,264 2,388

営業外費用合計 44,784 32,212

経常利益 20,543 763,351

特別利益

貸倒引当金戻入額 172 1,950

特別利益合計 172 1,950

特別損失

固定資産除却損 72,450 28,346

減損損失 143,065 141,372

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 489,581

その他 34,980 62,859

特別損失合計 250,495 722,160

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（△）

△229,780 43,141

法人税、住民税及び事業税 107,104 302,550

法人税等調整額 △117,531 △224,300

法人税等合計 △10,427 78,249

四半期純損失（△） △219,353 △35,108
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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６月１日
至 平成21年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年８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（△）

△229,780 43,141

減価償却費 416,958 351,533

減損損失 143,065 141,372

デリバティブ評価損益（△は益） 11,289 8,510

退職給付引当金の増減額（△は減少） 24,785 27,867

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,585 6,771

ポイント引当金の増減額（△は減少） 3,377 377

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △8,211 －

受取利息及び受取配当金 △715 △969

支払利息 21,230 12,590

固定資産除却損 41,193 23,668

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 489,581

売上債権の増減額（△は増加） 1,282,424 773,792

たな卸資産の増減額（△は増加） 924,460 812,465

仕入債務の増減額（△は減少） 366,254 △202,398

未払金の増減額（△は減少） 49,892 25,438

未払費用の増減額（△は減少） △401,400 △369,361

未払消費税等の増減額（△は減少） 82,400 86,884

未収消費税等の増減額（△は増加） － 3,631

その他 42,515 2,091

小計 2,773,325 2,236,988

利息及び配当金の受取額 715 969

利息の支払額 △7,299 △5,526

法人税等の支払額 △306,535 △877,892

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,460,206 1,354,539

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 △157,794 △125,435

無形固定資産の取得による支出 △4,519 △1,395

投資有価証券の取得による支出 △150 △149

差入保証金の差入による支出 △40,100 △63,406

差入保証金の回収による収入 107,267 196,633

保険積立金の積立による支出 △9 △9

資産除去債務の履行による支出 － △7,999

その他 121 4,163

投資活動によるキャッシュ・フロー △95,185 2,399
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(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成21年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年８月31日)

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 57,000 －

短期借入金の返済による支出 △1,414,000 △13,490

長期借入れによる収入 2,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △85,200 △85,200

割賦債務の返済による支出 △7,602 －

リース債務の返済による支出 △5,143 △5,240

配当金の支払額 △557,998 △278,999

財務活動によるキャッシュ・フロー △12,945 △382,929

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,587 △11,354

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,348,487 962,655

現金及び現金同等物の期首残高 3,779,363 6,499,616

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,127,850 7,462,271

株式会社ハニーズ（2792）　平成23年５月期　第１四半期決算短信

― 8 ―



当第１四半期連結会計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日） 

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年６月１日 至 平成22年８月31日） 

 該当事項はありません。 

  

品目別販売実績 

 

(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

4. 補足情報

(1) 販売の状況

品目

当第１四半期連結会計期間
(自 平成22年６月１日
 至 平成22年８月31日)

金額(千円)
前年同四半期 

連結会計期間比(％)
構成比(％)

トップス 7,183,567 99.5 50.6

ボトムス 3,428,840 108.1 24.1

外衣 2,066,967 119.6 14.5

雑貨・その他（注）２ 1,533,059 89.9 10.8

合計 14,212,435 102.8 100.0

（注） １. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２. その他には、ＥＣ事業のポイント引当金繰入額が含まれております。
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