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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3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2月期第2四半期 14,339 7.0 587 345.5 542 500.2 293 223.5
22年2月期第2四半期 13,402 ― 131 ― 90 ― 90 ―

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 1,662.07 1,658.38
22年2月期第2四半期 513.81 ―

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 19,284 9,163 42.2 46,134.83
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2四半期  8,141百万円 22年2月期  7,985百万円

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

（予想） ― 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、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 31,000 8.8 1,370 30.4 1,300 33.6 600 46.3 3,399.85



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  有  
（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ますが、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実施中です。 

※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。 

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

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2Q 176,480株 22年2月期  176,480株
② 期末自己株式数 23年2月期2Q  ―株 22年2月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 176,480株 22年2月期2Q 176,480株



1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 ………………………………………… 2 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………… 2 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………… 3 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………… 3 

2. その他の情報 …………………………………………………………………………… 4 

(1) 重要な子会社の異動の概要 ………………………………………………………… 4 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 ……………………………………… 4 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 ……………………………… 4 

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 ……………………………………… 4 

3. 四半期連結財務諸表 …………………………………………………………………… 5 

(1) 四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………… 5 

(2) 四半期連結損益計算書 ……………………………………………………………… 7 

(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………… 8 

(4) 継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………… 9 

(5) セグメント情報 ……………………………………………………………………… 9 

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………… 10 

  

※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。この説明会で配布した資料等

については、開催後速やかに当社ホームページで掲載する予定です。 

・平成22年10月19日（火）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 
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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)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、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。 

 店舗展開につきましては、サマンサタバサ初のオリジナルスイーツを販売する複合店「サマンサタバ

サ スイーツ＆トラベル 羽田空港第１ターミナル店」をオープンいたしました。 

 プロモーション活動につきましては、人気ファッション誌とのコラボレーション企画のＣＭ放映を行

っております。 

 商品戦略につきましては、他社との協業を含めた新しい商品開発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２四半期連結累計期間の売上高は143億39百万円(前年同期比7.0％増)、売上総利益は

84億28百万円(前年同期比6.8％増)、営業利益は5億87百万円(前年同期比345.5％増)、経常利益は５億

42百万円(前年同期比500.2％増)、四半期純利益は２億93百万円(前年同期比223.5％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11店舗(退店５店舗)、ジュエリー部門においては新規出店３店舗

(退店３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、68億60百万円

(前年同期比0.9％減)、９億83百万円(前年同期比11.2％増)となりました。  

 アパレル部門においては、新規出店６店舗(退店３店舗)を行いました結果、売上高は18億31百万円

(前年同期比16.6％増)となりました。  

 この結果、その他部門の売上高５億93百万円(前年同期比29.1％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102億68百万円(前年同期比4.4％増)、営業利益は５億40百万

円(前年同期比131.1％増)となりました。  

ファッションeコマース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昨年９月に開設したファッショ

ンＥＣサイト『au one Brand Garden』やファッション通販雑誌『大人Look!s』の増刊などにより売

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40億70百万円(前年同期比14.1％増)、営業利益

は45百万円(前年同期は１億3百万円の損失)となりました。  

 
※ 事業の種類別セグメント名称の変更 
  当第２四半期連結累計期間より、「インターネットビジネス」を「ファッションｅコマース 
 ビジネス」へとセグメント名称を変更しております。 
  なお、変更は名称でありますので、セグメント区分を変更したものではありません。 

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

① ファッションブランドビジネス

② ファッションeコマースビジネス
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総資産は、前連結会計年度末と比較して10億99百万円減少しております。これは主に、商品及び製

品が４億79百万円増加した一方、現金及び預金が11億51百万円、受取手形及び売掛金が１億68百万円

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12億45百万円減少しております。これは主に、長期借入金

が６億18百万円及び短期借入金が４億４百万円減少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１億46百万円増加しております。これは主に、利益剰余金

が１億57百万円増加したこと等によるものであります。 

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(以下「資金」という)は、前連結会計年

度末に比べ、10億21百万円減少し、23億60百万円となりました。  

 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４億87百万円及び仕入債務の減少額１億

30百万円等の支出要因を、税金等調整前四半期純利益５億53百万円、減価償却費３億32百万円及び

売上債権の減少額１億81百万円等の収入要因が上回ったことにより、５億２百万円となりました。

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１億74百万円等により、２億28

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６億12百万円、短期借入金の純減

額４億４百万円及び配当金の支払額１億52百万円等により、12億81百万円となりました。 

  

今後の見通しにつきましては、引き続き当グループでは、魅力的なデザインと確かな品質の商品の提

供、話題性のあるプロモーション活動などの経営戦略をベースに成長性を維持しております。また、全

経費の費用対効果の見直しにより収益力も向上し、当グループの継続的な企業価値拡大に努めておりま

す。  

 平成23年２月期の連結業績見通しにつきましては、今後の様々な施策の効果を精査する必要もあるこ

とから、現在のところ前回公表（平成22年４月14日付け）いたしました業績予想を据え置かせていただ

いております。  

  

  

(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

② キャッシュ・フローの状況

(営業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)

(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２四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。 

  

該当事項はありません。 

  

  

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

棚卸資産の評価方法

固定資産の減価償却の方法

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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 2,370,027 3,521,536

受取手形及び売掛金 2,384,448 2,552,661

商品及び製品 6,308,902 5,829,372

仕掛品 23,061 22,518

原材料及び貯蔵品 165,145 157,820

その他 1,292,565 1,376,750

貸倒引当金 △2,566 △2,205

流動資産合計 12,541,583 13,458,453

固定資産

有形固定資産 1,779,766 1,846,865

無形固定資産

のれん 465,455 480,855

その他 612,679 571,965

無形固定資産合計 1,078,135 1,052,820

投資その他の資産

差入保証金 1,999,798 1,961,731

その他 1,890,216 2,087,807

貸倒引当金 △4,720 △23,574

投資その他の資産合計 3,885,295 4,025,964

固定資産合計 6,743,196 6,925,650

資産合計 19,284,780 20,384,103

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,552,069 1,690,402

短期借入金 1,550,000 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 78,839 80,405

引当金 217,151 213,118

その他 1,200,940 1,197,323

流動負債合計 5,736,812 6,367,279

固定負債

長期借入金 4,257,737 4,876,643

引当金 30,609 47,303

その他 95,924 75,568

固定負債合計 4,384,271 4,999,514

負債合計 10,121,083 11,366,794
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(単位：千円)

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)

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 3,770,427 3,612,979

株主資本合計 8,155,627 7,998,179

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,015 2,310

為替換算調整勘定 △14,768 △15,287

評価・換算差額等合計 △13,753 △12,976

少数株主持分 1,021,822 1,032,106

純資産合計 9,163,696 9,017,309

負債純資産合計 19,284,780 20,384,103
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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：千円)

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 13,402,738 14,339,334

売上原価 5,510,930 5,910,434

売上総利益 7,891,807 8,428,900

販売費及び一般管理費 7,759,930 7,841,418

営業利益 131,876 587,481

営業外収益

受取利息 5,157 708

受取配当金 756 95

補助金収入 4,092 4,092

その他 17,935 5,590

営業外収益合計 27,941 10,486

営業外費用

支払利息 59,528 41,160

為替差損 － 11,804

その他 9,951 2,756

営業外費用合計 69,480 55,721

経常利益 90,337 542,246

特別利益

償却債権取立益 － 30,000

投資有価証券売却益 4 179

固定資産売却益 188 －

貸倒引当金戻入額 83 1,553

特別利益合計 276 31,733

特別損失

固定資産除却損 82,030 12,579

投資有価証券評価損 1,062,862 8,100

貸倒損失 150,510 －

物流拠点移転費用 34,373 －

投資有価証券売却損 442 －

特別損失合計 1,330,220 20,679

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（△）

△1,239,605 553,300

法人税、住民税及び事業税 30,026 26,878

法人税等調整額 △1,196,544 231,625

法人税等合計 △1,166,518 258,503

少数株主利益又は少数株主損失（△） △163,764 1,474

四半期純利益 90,677 293,322
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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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△1,239,605 553,300

減価償却費 368,788 332,531

のれん償却額 16,400 15,400

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,060 △18,492

受取利息及び受取配当金 △5,914 △804

支払利息 59,528 41,160

持分法による投資損益（△は益） 588 1,402

固定資産除却損 82,030 12,579

投資有価証券評価損 1,062,862 8,100

売上債権の増減額（△は増加） △35,753 181,947

たな卸資産の増減額（△は増加） 46,929 △487,366

仕入債務の増減額（△は減少） △78,706 △130,194

その他 278,745 79,682

小計 551,832 589,246

利息及び配当金の受取額 11,572 1,030

利息の支払額 △68,066 △36,256

法人税等の支払額 △133,069 △51,304

営業活動によるキャッシュ・フロー 362,268 502,716

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 △230,094 △174,431

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 △82,950 △110,120

投資有価証券の取得による支出 △14,140 △3,500

敷金及び保証金の差入による支出 △57,463 △66,495

敷金及び保証金の回収による収入 274,057 28,568

その他 △287,434 △32,114

投資活動によるキャッシュ・フロー △377,721 △228,093

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） 949,520 △404,338

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △606,666 △612,786

社債の償還による支出 － △100,000

配当金の支払額 △149,133 △152,317

その他 △8,501 △11,837

財務活動によるキャッシュ・フロー 285,218 △1,281,278

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4,378 △14,853

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 265,386 △1,021,509

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 4,083,678 2,360,964
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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) 

 
  

 (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 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 
 

３ 事業の種類別セグメント名称の変更 

 当第２四半期連結累計期間より、「インターネットビジネス」を「ファッションｅコマースビジネス」へ

とセグメント名称を変更しております。 

 なお、変更は名称でありますので、セグメント区分を変更したものではありません。 

  

(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

9,835,436 3,567,301 13,402,738 ― 13,402,738 

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

4,791 42,208 47,000 (47,000) ―

計 9,840,228 3,609,510 13,449,738 (47,000) 13,402,738

営業利益又は営業損失(△) 233,851 △ 103,373 130,477 1,398 131,876

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)

ファッション
ｅコマースビジネス 

(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

10,268,999 4,070,334 14,339,334 ― 14,339,334

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

2,328 146,738 149,067 (149,067) ―

計 10,271,328 4,217,072 14,488,401 (149,067) 14,339,334

営業利益 540,448 45,983 586,432 1,049 587,481

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

ファッションｅコマースビジネス ・・・ 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) 

    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) 

    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) 

    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) 

    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。 

  

【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
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