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  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  営業収益 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  82,161  1.1  5,493  △27.0  5,656  △27.6  3,325  △15.8

22年２月期第２四半期  81,251 -  7,524 -  7,817 -  3,950 - 

  
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  119  76  119  50

22年２月期第２四半期  142  26  142  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２四半期  93,989  77,863  81.3  2,752  09

22年２月期  99,381  77,066  76.0  2,718  43

（参考）自己資本 23年２月期第２四半期 76,420百万円 22年２月期 75,485百万円

  
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 -   55 00 - 55 00  110  00

23年２月期 -   55 00

23年２月期（予想） - 55 00  110  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無

  （％表示は、対前期増減率）

  営業収益 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  167,930  2.2  12,920  △8.6  13,210  △9.6  6,890  △8.2  248  13

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 有



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．４「その他」をご覧ください。） 

（注）当四半期会計期間における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。 

  

（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きの対象外であり、この四半期決算短信の開

示時点において、金融証券取引法に基づく四半期連結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 

 本資料に掲載されている業績の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

の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項については、四半期決算短信（添付資料）P.３「連

結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。   

  

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有

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２月期２Ｑ 28,078,000株 22年２月期 28,078,000株

②  期末自己株式数 23年２月期２Ｑ 309,922株 22年２月期 309,912株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年２月期２Ｑ 27,768,082株 22年２月期２Ｑ 27,768,267株
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（参考）個別業績予想 

平成23年２月期の個別業績予想（平成22年３月１日～平成23年２月28日） 

 （注）個別業績予想の数値の当四半期における修正の有無  ： 有 

  

  

  

  

  

  

  

  

  （％表示は、対前期増減率）

  営業収益 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  144,160  1.0  10,920  △14.5  11,350  △13.8  5,660  △17.3  203  83
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出の増加や政府の経済対策の効果により改善が見え始めて

おりましたが、不安定なヨーロッパ経済や米国経済の伸び悩みなどで為替相場は円高に大きく振れ、企業収益への

影響が懸念されるなど、いまだ先行きは不透明な状態にあります。  

 また、消費環境におきましては、消費者の購買意識の変化による高額品の販売上昇と猛暑の影響で大きく販売を

伸ばす季節商材もありましたが、全体が大きく回復するには至っておりません。 

  このような状況の中、当社グループ（当社、連結子会社及び持分法適用関連会社）は、「なるほど無印良品」と

いう開発視点で「ずっと良い値」や「こだわりたい値」など、納得性のある価格の商品を開発し、販売に力を入れ

てまいりました。 

 国内の無印良品販売事業では、衣服・雑貨が在庫コントロールを強化した結果、６月以降の気温上昇や猛暑に対

応する商材の機会ロスが多く発生し、期末時点での季節商材の在庫数量は大きく削減出来たものの、売上は非常に

厳しい結果となりました。 

 また、生活雑貨は、季節商材のセールにより苦戦していたファブリックスが後半に回復基調となりましたが、

３、４月の新生活マーケットより単品の動向が好調だったファニチャーなどの一部商材を除いて苦戦しました。 

 一方、食品はカレーを中心とする調味加工の商品に加え、主力の菓子も夏の手作り商品が好調に推移するなど、

既存店の売上は前年を越える結果となりました。 

 その結果、売上は直営既存店を中心に引き続き厳しく、供給売上もライセンストストアの店頭販売の苦戦により

厳しい状況となりました。 

 店舗の出退店では17店舗（うち、直営17店舗）の出店を実施、改装を６店舗（うち、直営５店舗）実施、閉鎖を

１店舗（供給店）実施し、当第２四半期連結累計期間末の国内店舗数は355店舗となりました。 

 国内子会社では、ムジ・ネットによる住宅事業の業績は堅調に推移し、イデーにつきましては好調な既存店売上

とオペレーションコストの改善により引き続き黒字を確保いたしました。一方、花良品は猛暑による生花の原価上

昇により利益は減少いたしました。 

 海外の無印良品販売事業では、ヨーロッパにおいて衣服・雑貨のアウター、カットソーがセール時期も含め好調

に推移し、生活雑貨は引き続き好調であるハウスウェアと併せてファニチャーが上昇したことにより、各国の既存

店昨年比が伸長しました。 

 アジアにおいては、中国、台湾、香港、韓国は処分品の動向や生活雑貨の小物商品の売上が好調で既存店昨年比

が伸長し、苦戦していたシンガポールも後半より売上は上昇いたしました。 

 店舗の出退店では、ドイツ１店舗（直営店）、イタリア１店舗（直営店）、スウェーデン１店舗（供給先）、ポ

ーランド１店舗（供給先）、中国４店舗（直営店）、台湾１店舗（供給店）の計９店舗の出店を実施、韓国にて１

店舗（直営店）を改装、ノルウェー１店舗（供給先）、フランス１店舗（直営店）の閉鎖を実施し、当第２四半期

連結累計期間末の海外店舗数は122店舗となりました。 

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の営業収益は821億61百万円（前年同期比1.1％増）、経常利益は56億

56百万円（同27.6％減）、四半期純利益は33億25百万円（同15.8％減）となりました。    

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況  

  当第２四半期連結会計期間末における当社グループの総資産は、939億89百万円となり、前連結会計年度末に比

べ53億92百万円（前年度末比5.4％減）減少いたしました。負債は161億25百万円と61億89百万円（同27.7％減）

減少、また純資産は778億63百万円と７億96百万円（同1.0％増）増加いたしました。これは主に、前連結会計年

度末の銀行休日の影響による売掛金及び買掛金の増加に対する減少及び利益剰余金の増加によるものです。 

  

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は252億59百万円となり、前連結会計年度末に比べ８

億48百万円減少しました。   

  また、当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

 [営業活動によるキャッシュ・フロー] 

 営業活動の結果増加した資金は、33億10百万円（前年同期は32億85百万円の増加）となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益55億66百万円、仕入債務の減少額が33億３百万円、売上債権の減少額が

23億77百万円、法人税等の支払額が22億84百万円によるものです。 

 [投資活動によるキャッシュ・フロー] 

 投資活動の結果支出した資金は、21億３百万円（前年同期は31億82百万円の支出）となりました。 

 これは主に、店舗出店に伴う有形固定資産の取得による支出15億28百万円とネット販売のシステム改善に伴うソ

フトウェア等の取得による支出４億22百万円によるものです。 

 [財務活動によるキャッシュ・フロー] 

 財務活動の結果減少した資金は、18億９百万円（前年同期は15億７百万円の減少）となりました。 

 これは主に、短期借入金の返済額２億74百万円と配当金の支払額15億30百万円によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、消費環境における個人の堅実な消費思考により、厳しい経営環境の継続が予想

されます。 

また、当社グループ（当社、連結子会社および持分法適用関連会社）におきましては、「なるほど無印良品」

という開発視点で、商品の完成度を高めた競争力のある商品を販売してまいりましたが、国内における衣服・雑貨

の販売不振により、既存店を中心に厳しい業績推移となりました。 

このような経営環境と業績内容から、第３四半期以降の営業活動においては、衣服・雑貨の商品展開の見直し

や在庫コントロールの強化を進めるとともに、円高メリットによる価格プロモーションの実施など、期初計画の見

直しを強化してまいりますが、第２四半期までの業績の状況を踏まえ、通期の業績予想については連結・個別とも

に修正を致しました。 

  

（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）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  

1）棚卸資産の評価方法 

  当第２四半期連結会計期間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、

簿価切り下げを行う方法、又は、営業循環過程から外れた滞留又は処分見込等の棚卸資産で前連結会計年度末

において帳簿価額を処分見込額まで切下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化がないと

認められるものに限り、前連結会計年度末における貸借対照表価額で計上する方法によっております。 

2）固定資産の減価償却費の算定方法 

  定率法を採用している資産については、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。 

3）法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

  繰延税金資産の回収可能性の判断に関して、前連結会計年度末以降に経営環境等の著しい変化が生じておら

ず、かつ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合については、前連結会計年度決算にお

２．その他の情報
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いて使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用しております。  

 また、前連結会計年度末以降に経営環境等、または、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合

については、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングに当該著しい変

化の影響を加味したものを利用しております。 

②特有の会計処理 

  税金費用の計算  

 税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて算定しております。 

 なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

・ 会計処理基準に関する事項の変更 

完成工事高及び完成工事原価の計上基準の変更 

  請負工事に係る収益の計上については、従来、工事完成基準を適用しておりましたが、「工事契約に関する

会計基準」(企業会計基準第15号 平成19年12月27日)及び「工事契約に関する会計基準の適用指針」（企業会

計基準適用指針第18号 平成19年12月27日）を第１四半期連結会計期間より適用し、第１四半期連結会計期間

に着手した工事契約（工期がごく短期間のもの等を除く）から、当第２四半期連結会計期間末までの進捗部分

について成果の確実性が認められる工事については工事進行基準（工事の進捗率の見積りは原価比例法）を、

その他の工事については工事完成基準を適用しております。 

 なお、当第２四半期連結累計期間においては工事進行基準を適用しているものがないため、これによる売上

高、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。 

 また、セグメント情報への影響もありません。   
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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：百万円）

当第２四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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 15,304 16,196

受取手形及び売掛金 3,884 6,218

有価証券 9,998 11,998

商品 14,931 15,180

仕掛品 34 43

貯蔵品 22 43

未収入金 4,246 4,565

その他 2,806 2,021

貸倒引当金 △23 △21

流動資産合計 51,205 56,246

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 19,891 19,578

減価償却累計額 △10,841 △10,394

建物及び構築物（純額） 9,049 9,184

機械装置及び運搬具 1,693 1,684

減価償却累計額 △1,312 △1,285

機械装置及び運搬具（純額） 381 399

工具、器具及び備品 10,267 9,968

減価償却累計額 △7,928 △7,717

工具、器具及び備品（純額） 2,338 2,251

土地 1,038 1,038

建設仮勘定 193 158

その他（純額） 12 13

有形固定資産合計 13,013 13,046

無形固定資産   

のれん 1 1

その他 3,502 3,423

無形固定資産合計 3,503 3,424

投資その他の資産   

投資有価証券 9,867 10,740

敷金及び保証金 14,305 14,314

その他 2,614 2,131

貸倒引当金 △520 △523

投資その他の資産合計 26,266 26,663

固定資産合計 42,783 43,135

資産合計 93,989 99,381
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（単位：百万円）

当第２四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２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 8,087 11,607

短期借入金 － 276

未払法人税等 2,355 2,368

賞与引当金 111 135

役員賞与引当金 30 30

店舗閉鎖損失引当金 291 167

その他 4,470 6,747

流動負債合計 15,347 21,332

固定負債   

役員退職慰労引当金 137 137

解約不能賃借契約損失引当金 280 463

その他 360 381

固定負債合計 778 982

負債合計 16,125 22,314

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,766 6,766

資本剰余金 10,122 10,122

利益剰余金 63,273 61,474

自己株式 △964 △964

株主資本合計 79,197 77,398

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,172 △673

為替換算調整勘定 △1,603 △1,240

評価・換算差額等合計 △2,776 △1,913

新株予約権 244 197

少数株主持分 1,198 1,383

純資産合計 77,863 77,066

負債純資産合計 93,989 99,381
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

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

売上高 80,932 81,854

売上原価 44,096 44,909

売上総利益 36,835 36,944

営業収入 319 306

営業総利益 37,155 37,251

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 1,371 2,538

配送及び運搬費 3,575 3,561

従業員給料及び賞与 7,888 8,503

役員賞与引当金繰入額 21 30

借地借家料 8,254 8,651

減価償却費 1,538 1,562

貸倒引当金繰入額 0 2

その他 6,981 6,907

販売費及び一般管理費合計 29,630 31,757

営業利益 7,524 5,493

営業外収益   

受取利息 22 14

受取配当金 202 200

持分法による投資利益 77 86

その他 33 52

営業外収益合計 335 353

営業外費用   

支払利息 6 0

為替差損 17 180

商品廃棄損 12 －

その他 6 9

営業外費用合計 43 190

経常利益 7,817 5,656

特別利益   

前期損益修正益 20 －

固定資産売却益 0 0

店舗閉鎖損失引当金戻入額 12 －

解約不能賃借契約損失引当金戻入額 － 154

その他 4 7

特別利益合計 38 162

㈱良品計画　（7453）　平成23年２月期　第２四半期決算短信

-7-



（単位：百万円）

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

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

特別損失   

前期損益修正損 42 －

固定資産売却損 0 －

のれん償却額 142 －

固定資産除却損 19 43

店舗閉鎖損失引当金繰入額 51 128

貸倒引当金繰入額 181 78

商品評価損 231 －

転貸損失引当金繰入額 310 －

その他 34 1

特別損失合計 1,014 252

税金等調整前四半期純利益 6,841 5,566

法人税等 3,100 2,314

少数株主損失（△） △208 △73

四半期純利益 3,950 3,325
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：百万円）

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

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

売上高 36,177 37,083

売上原価 19,690 20,191

売上総利益 16,486 16,892

営業収入 154 166

営業総利益 16,640 17,059

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 557 816

配送及び運搬費 1,419 1,453

従業員給料及び賞与 3,964 4,252

役員賞与引当金繰入額 6 14

借地借家料 4,035 4,255

減価償却費 813 803

貸倒引当金繰入額 2 2

その他 3,365 3,414

販売費及び一般管理費合計 14,163 15,014

営業利益 2,476 2,045

営業外収益   

受取利息 11 6

受取配当金 38 40

持分法による投資利益 29 48

その他 17 34

営業外収益合計 97 130

営業外費用   

支払利息 4 △0

為替差損 13 176

その他 2 8

営業外費用合計 20 184

経常利益 2,553 1,991

特別利益   

前期損益修正益 1 △0

固定資産売却益 － 0

店舗閉鎖損失引当金戻入額 12 －

貸倒引当金戻入額 － △56

解約不能賃借契約損失引当金戻入額 － 154

その他 － 7

特別利益合計 14 105
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（単位：百万円）

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

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

特別損失   

前期損益修正損 27 －

固定資産売却損 0 －

のれん償却額 142 －

固定資産除却損 9 27

店舗閉鎖損失引当金繰入額 30 103

貸倒引当金繰入額 181 78

転貸損失引当金繰入額 310 －

その他 13 1

特別損失合計 715 211

税金等調整前四半期純利益 1,852 1,886

法人税等 974 768

少数株主損失（△） △141 △27

四半期純利益 1,019 1,145
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 6,841 5,566

減価償却費 1,282 1,322

ソフトウェア投資等償却 328 316

のれん償却額 194 0

貸倒引当金の増減額（△は減少） 174 1

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △8 △0

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13 1

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △26 124

転貸損失引当金の増減額（△は減少） 310 －

解約不能賃借契約損失引当金の増減額（△は減
少）

－ △183

受取利息及び受取配当金 △224 △215

支払利息 6 0

為替差損益（△は益） 9 2

持分法による投資損益（△は益） △77 △86

固定資産除却損 － 43

有形固定資産除却損 40 －

関係会社株式売却損益（△は益） 2 1

売上債権の増減額（△は増加） 2,435 2,377

たな卸資産の増減額（△は増加） △189 92

仕入債務の増減額（△は減少） △5,560 △3,303

その他の資産の増減額（△は増加） 275 △586

その他の負債の増減額（△は減少） △344 △160

新株予約権 22 23

その他 39 △43

小計 5,516 5,294

利息及び配当金の受取額 296 301

利息の支払額 △7 △0

法人税等の支払額 △2,520 △2,284

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,285 3,310
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（単位：百万円）

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

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

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 △50 △0

定期預金の払戻による収入 － 39

有形固定資産の取得による支出 △2,075 △1,528

有形固定資産の売却による収入 1 6

店舗借地権及び敷金等の支出 △795 △408

店舗敷金等回収による収入 139 199

無形固定資産等の取得による支出 △353 △422

預り保証金の返還による支出 △5 △0

預り保証金の受入による収入 0 0

投資有価証券の売却による収入 100 －

関係会社株式の取得による支出 △161 △0

関係会社株式の売却による収入 18 11

その他 △0 －

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,182 △2,103

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） 18 △274

リース債務の返済による支出 △3 △4

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △1,523 △1,530

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,507 △1,809

現金及び現金同等物に係る換算差額 451 △247

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △952 △848

現金及び現金同等物の期首残高 22,222 26,108

現金及び現金同等物の四半期末残高 21,269 25,259
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  該当事項はありません。  

  

  

  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日）及び当第２四半期連結累計期間

（自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日） 

当連結グループは「無印良品販売事業」のみの単一事業区分となっているため該当事項はありません。 

  

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

  

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

（注）１．国または地域の区分は地理的近接度によっております。 

２．本邦以外の区分に属する主な国または地域       

     ヨーロッパ ……… イギリス、フランス、イタリア、ドイツ 

        アジア ……… 香港、シンガポール、韓国、中国 

      その他の地域 …… アメリカ合衆国 

                

  

（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】

【所在地別セグメント情報】

  
日本 

（百万円）
ヨーロッパ
（百万円）

アジア
（百万円）

その他の
 地域 

（百万円）

計 
（百万円） 

 消去又は 
 全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

営業収益               

(1）外部顧客に対する営業収益  73,574  3,367  3,919  390  81,251  －  81,251

(2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
 231  －  2,524  －  2,755  △2,755  －

計  73,806  3,367  6,443  390  84,007  △2,755  81,251

営業利益又は営業損失（△）  7,536  △206  322  △77  7,575  △50  7,524

  
日本 

（百万円）
ヨーロッパ
（百万円）

アジア
（百万円）

その他の
 地域 

（百万円）

計 
（百万円） 

 消去又は 
 全社 

（百万円） 

連結
（百万円）

営業収益               

(1）外部顧客に対する営業収益  73,493  3,378  4,892  397  82,161  －  82,161

(2）セグメント間の内部営業収

益又は振替高 
 447  －  4,006  －  4,454  △4,454  －

計  73,941  3,378  8,898  397  86,615  △4,454  82,161

営業利益又は営業損失（△）  5,144  △83  512  △38  5,535  △41  5,493
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   前第２四半期連結累計期間（自 平成21年３月１日 至  平成21年８月31日） 

  

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

 （注）１． 国または地域の区分は地理的近接度によっております。 

２． 本邦以外の区分に属する主な国または地域 

        ヨーロッパ ……… イギリス、フランス、イタリア、ドイツ 

       アジア ……… 香港、シンガポール、韓国、中国 

              その他の地域 ……… アメリカ合衆国  

  

  

          

 該当事項はありません。  

  

【海外売上高】

  ヨーロッパ アジア その他の地域 合計 

Ⅰ 海外営業収益（百万円）       3,367       3,964         402       7,734

Ⅱ 連結営業収益（百万円）            81,251

 Ⅲ 連結営業収益に占める 

海外営業収益の割合（％） 
        4.14            4.88            0.49            9.52

  ヨーロッパ アジア その他の地域 合計 

Ⅰ 海外営業収益（百万円）       3,378       4,963         435       8,777

Ⅱ 連結営業収益（百万円）            82,161

 Ⅲ 連結営業収益に占める 

海外営業収益の割合（％） 
        4.11            6.04            0.53           10.68

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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 (1) 販売実績 

 当第２四半期連結会計期間における販売実績（売上高）は次のとおりであります。 

 （注） １.なお、当社グループは単一セグメントであり、事業の種類別セグメントを記載しておりませんので形態別 

      地域別により記載しております。  

     ２.上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

     ３.上記の金額は、売上高の金額であり、営業収入は含まれておりません。 

      

４．補足情報

形態別 金額（百万円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

直営店 日本  23,653  63.8  100.7

  
香港・ 

シンガポール 
 1,411  3.8  102.0

  中国  708  1.9  216.8

  イギリス  561  1.5  88.6

  フランス  487  1.3  88.1

  韓国  384  1.0  128.3

  イタリア  259  0.7  99.5

  ドイツ   255  0.7  105.8

  アメリカ合衆国  215  0.6  96.9

  小計  27,936  75.3  101.9

供給先   6,114  16.5  101.2

その他   3,032  8.2  111.5

計  37,083  100.0  102.5
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(2) 商品別販売実績 

 当第２四半期連結会計期間における形態別の商品別販売実績（売上高）は次のとおりであります。 

 （注）１.なお、当社グループは単一セグメントであり、事業の種類別セグメントを記載しておりませんので形態別  

        商品別により記載しております。 

      ２.上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

     ３.上記の金額は、売上高の金額であり、営業収入は含まれておりません。  

      

  

(3) 仕入の状況 

 当第２四半期連結会計期間における商品別仕入高は次のとおりであります。 

 （注） １.なお、当社グループは単一セグメントであり、事業の種類別セグメントを記載しておりませんので  

       商品別により記載しております。 

     ２.上記の金額には、消費税及び地方消費税は含まれておりません。 

       

  

    金額（百万円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

直営店 衣服・雑貨  10,088  27.2  92.7

  生活雑貨  14,848  40.0  106.5

  食品  2,341  6.3  117.3

  その他  658  1.8  109.3

  小計  27,936  75.3  101.9

供給先 衣服・雑貨  1,773  4.8  102.7

  生活雑貨  3,331  9.0  102.0

  食品  995  2.7  96.4

  その他  14  0.0  89.5

  小計  6,114  16.5  101.2

その他 

  
 3,032  8.2  111.5

    計  37,083  100.0  102.5

  金額（百万円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

衣服・雑貨  5,280  27.7  105.4

生活雑貨  10,597  55.5  114.8

食品  2,116  11.1  105.0

その他  1,086  5.7  138.3

 計  19,081  100.0  112.0
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