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1.  平成23年2月期第2四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年8月31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2四半期 10,311 △5.7 121 0.0 209 △1.4 51 12.3
22年2月期第2四半期 10,935 ― 121 ― 212 ― 46 ―

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2四半期 2.12 ―

22年2月期第2四半期 1.89 ―

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2四半期 10,138 5,569 54.9 228.47
22年2月期 12,407 5,592 45.1 229.41

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  5,569百万円 22年2月期  5,592百万円

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2月期 ― 0.00 ― 3.00 3.00

23年2月期 ― 0.00

23年2月期 
（予想）

― 3.00 3.00

3.  平成23年2月期の業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（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

通期 21,800 △4.2 550 △31.0 720 △26.1 300 △29.9 12.30



(1) 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。 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
の変更の有無となります。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「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 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2Q  24,470,822株 22年2月期  24,470,822株

② 期末自己株式数 23年2月期2Q  94,581株 22年2月期  91,543株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q  24,377,729株 22年2月期2Q  24,382,765株

※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おりません。 

※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予想等の将来に関する記述は、本資料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、実際の業績は、
今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間における我が国経済は、景気の回復が一部には見られたものの、円高、株安、海外経済

の減速懸念など先行きには不透明感も強まり、依然として厳しい環境が続いております。衣料品小売業界におき

ましても、生活防衛意識から消費の伸び悩み傾向が続きました。 

このようななか当社は、「店頭ＶＭＤ力の向上」、「商品の差別化」、「お客様満足業の追求」をテーマ

に、”お客様に選んでいただける店作り”をして、他社との差別化を目指してまいりました。 

売上面では、ＷＥＢによる本部から店舗への魅力的な売場作りの指導等による店舗の活性化、および猛暑によ

る夏物衣料の販売増加もあり、既存店で、客数は前年同期比7.4％増加いたしました。しかしながら、低価格志

向による客単価の下落を補えず、売上高前年同期比は2.3％の減少となりました。 

商品面では、ファッションに伸縮性、ウォッシャブル、プリーツ安定、抗菌、消臭等の多彩な機能性を付加し

たスーツ（含むオーダー）の強化を図り、カットソー、ショートパンツとともに好調に推移いたしました。 

店舗面では、主力業態の「TAKA:Q」を１店舗出店いたしました。一方低効率店等４店舗を退店し、当第２四半

期会計期間末店舗数は、前年同期と同数の261店舗となりました。 

利益面では、引続き販管費の削減に努め営業損失は前年同期より減少しましたが、春夏商品の売切り期間とな

るため、四半期純損失となっております。 

  

以上の結果、当第２四半期会計期間の売上高は46億３千６百万円（前年同期比2.6％減）、営業損失は２億５

千３百万円（前年同期は３億２千６百万円の損失）、経常損失は２億１千８百万円（前年同期は２億８千７百万

円の損失）、四半期純損失は２億１千８百万円（前年同期は２億２千４百万円の損失）となりました。 

  

また、当第２四半期累計期間の売上高は103億１千１百万円（前年同期比5.7％減）、営業利益は１億２千１百

万円（同0.0％増）、経常利益は２億９百万円（同1.4％減）、四半期純利益は５千１百万円（同12.3％増）とな

りました。 

  

平成23年２月期第１四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成23年２月期第１四半期決算短

信（非連結）（平成22年６月30日開示）をご参照ください。 

１．当四半期の業績等に関する定性的情報



（２）財政状態に関する定性的情報 

資産、負債及び純資産の状況 

資産の部は、前事業年度末に対して22億６千８百万円減少し、101億３千８百万円となりました。主な要因

は、流動資産で現金及び預金が13億９千９百万円、売掛金が２億１千５百万円、商品が３億９百万円、固定資

産で有形固定資産が１億３千万円、投資その他の資産が１億２千６百万円それぞれ減少したこと等によるもの

であります。 

負債の部は、前事業年度末に対して22億４千５百万円減少し、45億６千９百万円となりました。主な要因

は、支払手形及び買掛金が15億７千４百万円、未払法人税等が２億２千２百万円、長・短借入金が２億３千１

百万円それぞれ減少したこと等によるものであります。 

なお、現金及び預金、支払手形及び買掛金の減少には、前事業年度末日が休日であった影響が含まれており

ます。 

純資産の部は、前事業年度末に対して２千３百万円減少し、55億６千９百万円となりました。主な要因は、

利益剰余金が２千１百万円減少したこと等によるものであります。 

  

キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より13億９千９百万円減少し、20億

２千９百万円となりました。 

当第２四半期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、10億９千７百万円の支出（前年同期比９億５百万円の収入増加）と

なりました。これは、税引前四半期純利益を１億１千７百万円、非資金的費用の減価償却費を１億６千９百万

円計上、たな卸資産の減少３億７百万円による収入と、仕入債務の減少15億７千４百万円の支出等によるもの

です。 

なお、仕入債務の減少には前事業年度末日が金融機関の休日だったため、実際の決済日に処理をおこなった

仕入債務11億５千７百万円が含まれております。 

（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、１千万円の収入（前年同期比８千８百万円の収入増加）となりまし

た。これは新規出店等により有形固定資産の取得７千万円、敷金及び保証金の差入５千１百万円の支出があり

ましたが、敷金及び保証金の回収による収入が１億３千１百万円あったこと等によるものです。 

（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、３億１千２百万円の支出（前年同期比９百万円の支出増加）となり

ました。これは長期借入金の返済を２億３千１百万円、配当金の支払い７千２百万円したこと等によるもので

す。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

当事業年度の業績予想につきましては、平成22年４月９日公表の数値から変更はありません。  

  

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

①簡便な会計処理 

該当事項はありません。 

②四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

  

２．その他の情報



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,029,500 3,429,470

売掛金 936,253 1,151,930

商品 1,919,334 2,228,870

貯蔵品 44,382 42,674

繰延税金資産 102,370 107,157

その他 242,922 288,967

流動資産合計 5,274,765 7,249,070

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 227,962 281,752

機械及び装置（純額） 6,364 7,747

器具及び備品（純額） 296,232 362,888

その他（純額） 1,310 9,773

有形固定資産合計 531,870 662,162

無形固定資産 129,044 166,648

投資その他の資産   

関係会社株式 179,476 182,500

賃貸不動産（純額） 7,663 9,177

差入保証金 532,059 591,605

敷金 3,495,616 3,536,616

繰延税金資産 152,288 155,481

その他 274,876 297,520

貸倒引当金 △439,236 △443,469

投資その他の資産合計 4,202,744 4,329,433

固定資産合計 4,863,659 5,158,245

資産合計 10,138,424 12,407,316

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,701,333 4,275,766

短期借入金 336,550 423,562

未払法人税等 76,791 299,575

賞与引当金 99,946 101,847

店舗閉鎖損失引当金 13,700 18,168

その他 767,126 975,169

流動負債合計 3,995,448 6,094,088

固定負債   

長期借入金 368,875 513,445

退職給付引当金 20,189 20,189

その他 184,724 186,834

固定負債合計 573,788 720,468

負債合計 4,569,237 6,814,556



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,000,000 2,000,000

資本剰余金 568,462 568,462

利益剰余金 3,013,065 3,034,450

自己株式 △23,682 △23,202

株主資本合計 5,557,845 5,579,710

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,342 13,141

繰延ヘッジ損益 － △93

評価・換算差額等合計 11,342 13,048

純資産合計 5,569,187 5,592,759

負債純資産合計 10,138,424 12,407,316



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 10,935,001 10,311,828

売上原価 4,435,281 4,071,457

売上総利益 6,499,720 6,240,370

販売費及び一般管理費 6,378,391 6,119,017

営業利益 121,329 121,353

営業外収益   

不動産賃貸料 244,968 225,807

その他 64,699 68,270

営業外収益合計 309,668 294,077

営業外費用   

不動産賃貸費用 176,214 160,720

その他 42,002 44,836

営業外費用合計 218,216 205,557

経常利益 212,781 209,873

特別利益   

前期損益修正益 3,197 －

貸倒引当金戻入額 17,275 27,841

転貸借契約解約益 4,640 10,700

店舗閉鎖損失引当金戻入額 8,067 1,762

特別利益合計 33,179 40,303

特別損失   

前期損益修正損 － 24,032

減損損失 67,143 86,061

賃貸借契約解約損 4,288 12,513

その他 0 9,664

特別損失合計 71,432 132,271

税引前四半期純利益 174,528 117,905

法人税、住民税及び事業税 51,371 57,012

法人税等調整額 77,085 9,140

法人税等合計 128,457 66,152

四半期純利益 46,070 51,753



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年６月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 4,758,825 4,636,357

売上原価 1,943,961 1,883,302

売上総利益 2,814,864 2,753,054

販売費及び一般管理費 3,140,888 3,006,083

営業損失（△） △326,024 △253,029

営業外収益   

不動産賃貸料 122,910 109,250

その他 28,274 29,083

営業外収益合計 151,185 138,334

営業外費用   

不動産賃貸費用 90,482 78,121

その他 22,130 25,406

営業外費用合計 112,612 103,527

経常損失（△） △287,452 △218,221

特別利益   

前期損益修正益 2,180 －

貸倒引当金戻入額 2,154 4,624

転貸借契約解約益 4,640 10,700

店舗閉鎖損失引当金戻入額 8,067 1,762

その他 － 3,078

特別利益合計 17,041 20,165

特別損失   

減損損失 51,473 86,061

賃貸借契約解約損 2,888 －

その他 0 7,495

特別損失合計 54,362 93,557

税引前四半期純損失（△） △324,772 △291,613

法人税、住民税及び事業税 △102,281 △114,635

法人税等調整額 2,222 41,200

法人税等合計 △100,059 △73,434

四半期純損失（△） △224,713 △218,179



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年３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   

税引前四半期純利益 174,528 117,905

減価償却費 236,084 169,251

減損損失 67,143 86,061

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10,613 △4,232

賞与引当金の増減額（△は減少） 358 △1,900

退職給付引当金の増減額（△は減少） △990 －

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △8,067 △4,467

賃貸借契約解約損 4,288 12,513

有形固定資産除却損 2,545 10,823

受取利息及び受取配当金 △6,177 △7,519

支払利息 15,665 7,529

売上債権の増減額（△は増加） 188,592 215,677

たな卸資産の増減額（△は増加） 559,307 307,827

仕入債務の増減額（△は減少） △2,869,748 △1,574,433

未払消費税等の増減額（△は減少） 42,797 △121,430

その他 △87,454 △35,679

小計 △1,691,738 △822,074

法人税等の支払額 △311,771 △275,730

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,003,510 △1,097,804

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 △147,200 △70,160

無形固定資産の取得による支出 △4,290 △4,280

貸付金の回収による収入 2,500 3,750

敷金及び保証金の差入による支出 △32,788 △51,792

敷金及び保証金の回収による収入 123,051 131,231

その他の資産取得による支出 △11,659 △3,964

長期預り保証金の返還による支出 △28,400 △10,150

長期預り保証金の受入による収入 15,000 8,040

利息及び配当金の受取額 6,177 7,862

投資活動によるキャッシュ・フロー △77,608 10,536

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 300,000 －

短期借入金の返済による支出 △300,000 －

長期借入金の返済による支出 △238,914 △231,582

自己株式の増減額（△は増加） △371 △480

利息の支払額 △15,576 △7,679

配当金の支払額 △48,647 △72,959

財務活動によるキャッシュ・フロー △303,509 △312,701

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,384,628 △1,399,969

現金及び現金同等物の期首残高 3,320,674 3,429,470

現金及び現金同等物の四半期末残高 936,046 2,029,500



該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

商品別売上高 

（注）１．その他衣料等はスカート、ワンピースのほか、クレジットカード会員獲得に伴う手数料収入、衣料品の

修理・加工に伴う収入等であります。 

２．上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

（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

  

前第２四半期累計期間 

（自 平成21年３月１日 

至 平成21年８月31日） 

当第２四半期累計期間 

（自 平成22年３月１日 

至 平成22年８月31日） 

前事業年度 

（自 平成21年３月１日 

至 平成22年２月28日） 

重衣料  3,914,955  35.8  3,802,816  36.9  8,117,735  35.7

中衣料  436,956  4.0  444,215  4.3  2,139,844  9.4

軽衣料  6,211,381  56.8  5,728,548  55.5  11,791,499  51.8

その他衣料等  371,707  3.4  336,246  3.3  697,952  3.1

合計  10,935,001  100.0  10,311,828  100.0  22,747,031  100.0
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