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1.  平成23年1月期第3四半期の連結業績（平成22年2月1日～平成22年10月31日） 

※ 当社は、平成22年１月期第３四半期の連結財務諸表を作成していないため、平成22年１月期第３四半期の数値及び対前年同四半期増減率、並びに
平成23年１月期第３四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(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1月期第3四半期 5,002 ― 371 ― 368 ― 200 ―
22年1月期第3四半期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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1月期第3四半期 22,280.32 ―
22年1月期第3四半期 ― ―

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1月期第3四半期 6,449 1,462 22.7 162,262.36
22年1月期 6,151 1,296 21.1 143,757.01

（参考） 自己資本   23年1月期第3四半期  1,462百万円 22年1月期  1,296百万円

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1月期 ― ― ― 3,200.00 3,200.00
23年1月期 ― ― ―
23年1月期 

（予想）
3,200.00 3,200.00

3.  平成23年1月期の連結業績予想（平成22年2月1日～平成23年1月31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  
※ 当社は、前連結会計年度より連結財務諸表を作成しており、また、決算期の変更により13ヶ月（平成21年１月１日～平成22年１月31日）の変則決算と
なっているため平成23年１月期の対前期増減率については記載しておりません。 

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 6,500 ― 314 ― 304 ― 131 ― 14,557.03



(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、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続が実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 業績予想につきましては、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報に基づき作成しておりますが、実際の業績は今後の事業環境、経済状
況の変化等さまざまな要因により予想数値と異なる可能性があります。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「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1月期3Q 9,600株 22年1月期  9,600株
② 期末自己株式数 23年1月期3Q  584株 22年1月期  584株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年1月期3Q 9,016株 22年1月期3Q 9,600株
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前年同四半期は、四半期連結財務諸表を作成していないため、また、決算期の変更に伴い13ヶ月の変則決算とな

っているため、「（１）連結経営成績に関する定性的情報」及び「（２）連結財政状態に関する定性的情報」にお

いて前年同四半期との比較・分析は記載しておりません。 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、９月の完全失業率が5.0％となり４ヶ月連続して改善した一

方、10月時点における大学生の就職内定率が57.6％と調査開始以来 低を記録するなど、依然として予断を許さな

い雇用情勢が続きました。また、９月の全国百貨店売上高が前年同月比5.2％減となり、31ヶ月連続して前年同月を

下回るなど引き続き消費が低迷しました。 

当社が属する婦人靴業界におきましては、安売り競争の激化等による商品販売価格の下落傾向が見られました。 

こうした環境のもと、当第３四半期連結累計期間において当社は、直輸入体制の拡充及び直輸入比率の向上によ

る原価率の低減に努めたことから、売上総利益率が改善致しました。 

小売事業においてはnico Roöm札幌パルコ店、JELLY BEANS新宿三越アルコット店及び金沢百番街店を閉鎖する一

方、JELLY BEANSららぽーとTOKYO-BAY店、心斎橋ＯＰＡ店、熊本パルコ店を出店した他、仙台パルコ店の移設を行

うなど、採算性を重視したスクラップアンドビルドに努めました。これにより、10月31日現在の直営店舗数は20店

舗（期末日退店店舗含む）となりました。 

卸売事業においては、専門店、スーパー・ＧＭＳ向け販売が落ち込んだものの、アパレル顧客並びに海外向け販

売やＷＥＢ通販が伸長しました。 

また、これらに加え、販売管理費用の抑制に努めた結果、当第３四半期連結累計期間につきましては、売上高

5,002百万円、営業利益371百万円、経常利益368百万円、四半期純利益200百万円となりました。  

  

（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 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、2,844百万円（前連結会計年度末は2,451百万円）とな

り、392百万円増加しました。主な理由は、売上債権の増加（1,018百万円から1,546百万円へ527百万円増）、商品

在庫の増加（191百万円から279百万円へ87百万円増）、並びに現金及び預金の減少（1,167百万円から977百万円へ

190百万円減）であります。 

また、固定資産の残高は、3,604百万円（前連結会計年度末は3,699百万円）となり、94百万円減少しました。主

な理由は、固定資産の取得による増加（80百万円増）、並びに減価償却による減少（135百万円減）、減損損失

（10百万円）及び固定資産除却損（９百万円）の計上、差入保証金の減少（17百万円減）であります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、2,253百万円（前連結会計年度末は2,117百万円）とな

り、136百万円増加しました。主な理由は、１年内返済予定の長期借入金の増加（858百万円から950百万円へ91百

万円増）、未払法人税等の増加（95百万円から149百万円へ54百万円増）、並びに仕入債務の減少（914百万円から

899百万円へ14百万円減）であります。 

また、固定負債の残高は、2,732百万円（前連結会計年度末は2,737百万円）となり、４百万円減少しました。こ

れは主に、退職給付引当金の増加（101百万円から109百万円へ７百万円増）、役員退職慰労引当金の増加（155百

万円から159百万円へ４百万円増）、並びにリース債務の減少（149百万円から134百万円へ15百万円減）によるも

のであります。 

（純資産）  

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,462百万円（前連結会計年度末は1,296百万円）とな

り、166百万円増加しました。主な理由は、四半期純利益の計上200百万円による増加及び配当金の支払い28百万円

による減少であります。  

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四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

べて205百万円減少し、686百万円となりました。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） 

営業活動の結果、使用した資金は、160百万円となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益347百万円、減価償却費135百万円に対し、売上債権の増加額509百万

円、たな卸資産の増加額87百万円及び仕入債務の減少額14百万円によるものであります。  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果、使用した資金は、55百万円となりました。 

 これは主に、定期預金の払戻による収入90百万円、差入保証金の回収による収入34百万円に対し、定期預金の預

入による支出105百万円、有形固定資産の取得による支出50百万円及び差入保証金の差入による支出17百万円によ

るものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果、得られた資金は13百万円となりました。 

 これは、長期借入れによる収入800百万円に対し、長期借入金の返済による支出710百万円、リース債務の返済に

よる支出47百万円及び配当金の支払額28百万円によるものであります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成22年３月12日に発表いたしました「平成22年１月期 決算短信」に記載しており

ます予想から変更はありません。  

  

（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．簡便な会計処理について 

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

②たな卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出については、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期間末

の実地たな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、たな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も

り、簿価切下げを行う方法によっております。  

  

③固定資産の減価償却費の算定方法 

減価償却の方法として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。 

  

④経過勘定項目の算定方法 

合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

  

⑤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は、前連結会計年度末以降に経営環境等、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ので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・

プランニングを利用する方法によっております。 

  

 ２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理について 

 ①税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四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もり、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。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  

 該当事項はありません。  

  

  

（４）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
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年10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１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 977,560 1,167,627

受取手形及び売掛金 1,546,184 1,018,184

商品及び製品 279,224 191,812

その他 54,353 82,681

貸倒引当金 △12,800 △8,572

流動資産合計 2,844,522 2,451,734

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,604,156 1,677,142

土地 1,529,346 1,529,346

その他（純額） 180,789 181,129

有形固定資産合計 3,314,292 3,387,618

無形固定資産 66,403 72,243

投資その他の資産 223,869 239,510

固定資産合計 3,604,565 3,699,371

資産合計 6,449,088 6,151,105

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 899,647 914,007

1年内返済予定の長期借入金 950,011 858,418

未払法人税等 149,757 95,099

賞与引当金 38,430 －

返品調整引当金 9,100 7,600

その他 206,587 242,351

流動負債合計 2,253,534 2,117,476

固定負債   

長期借入金 2,329,255 2,330,901

退職給付引当金 109,256 101,364

役員退職慰労引当金 159,837 155,337

その他 134,248 149,912

固定負債合計 2,732,596 2,737,515

負債合計 4,986,130 4,854,992
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年10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１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 308,100 308,100

資本剰余金 230,600 230,600

利益剰余金 1,077,217 905,188

自己株式 △146,116 △146,116

株主資本合計 1,469,800 1,297,772

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,960 △891

為替換算調整勘定 △3,882 △767

評価・換算差額等合計 △6,842 △1,658

純資産合計 1,462,957 1,296,113

負債純資産合計 6,449,088 6,151,105
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年10月31日) 

売上高 5,002,461

売上原価 3,161,360

売上総利益 1,841,101

販売費及び一般管理費 1,469,435

営業利益 371,665

営業外収益  

仕入割引 39,556

その他 13,592

営業外収益合計 53,148

営業外費用  

支払利息 46,089

その他 9,753

営業外費用合計 55,842

経常利益 368,972

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,834

特別利益合計 1,834

特別損失  

固定資産除却損 9,671

減損損失 10,713

その他 2,960

特別損失合計 23,345

税金等調整前四半期純利益 347,461

法人税等 146,582

四半期純利益 200,879
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成22年10月31日) 

売上高 1,795,581

売上原価 1,096,421

売上総利益 699,160

販売費及び一般管理費 510,121

営業利益 189,039

営業外収益  

仕入割引 15,002

その他 4,002

営業外収益合計 19,005

営業外費用  

支払利息 15,724

その他 1,349

営業外費用合計 17,073

経常利益 190,970

特別利益  

貸倒引当金戻入額 1,834

特別利益合計 1,834

特別損失  

固定資産除却損 8,970

減損損失 10,713

その他 2,960

特別損失合計 22,643

税金等調整前四半期純利益 170,161

法人税等 72,341

四半期純利益 97,820
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年２月１日 
 至 平成22年10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 347,461

減価償却費 135,889

減損損失 10,713

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,891

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,500

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,195

返品調整引当金の増減額（△は減少） 1,500

賞与引当金の増減額（△は減少） 38,430

受取利息及び受取配当金 △1,512

支払利息 46,089

固定資産除却損 9,671

売上債権の増減額（△は増加） △509,551

たな卸資産の増減額（△は増加） △87,411

仕入債務の増減額（△は減少） △14,360

その他 1,748

小計 △24,135

利息及び配当金の受取額 1,512

利息の支払額 △46,568

法人税等の支払額 △90,936

営業活動によるキャッシュ・フロー △160,128

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 △105,264

定期預金の払戻による収入 90,000

有形固定資産の取得による支出 △50,749

無形固定資産の取得による支出 △1,712

投資有価証券の取得による支出 △1,789

差入保証金の差入による支出 △17,633

差入保証金の回収による収入 34,800

その他 △3,430

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,779

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 800,000

長期借入金の返済による支出 △710,053

配当金の支払額 △28,592

リース債務の返済による支出 △47,920

財務活動によるキャッシュ・フロー 13,434

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,857

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △205,332

現金及び現金同等物の期首残高 892,085

現金及び現金同等物の四半期末残高 686,753
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 該当事項はありません。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

  

当社は、平成22年１月期の本決算より連結財務諸表を作成しており、それ以前については四半期連結財務諸表を作成

していないため、以下に前第３四半期累計（会計）期間に係る四半期損益計算書及び四半期キャッシュ・フロー計算書

（非連結）を記載しております。 

また、前事業年度における決算期の変更に伴い前第３四半期累計期間は平成21年１月１日から平成21年９月30日まで

（当第３四半期連結累計期間は平成22年２月１日から平成22年10月31日まで）、前第３四半期会計期間は平成21年７月

１日から平成21年９月30日まで（当第３四半期連結会計期間は平成22年８月１日から平成22年10月31日まで）となって

おります。  

(１）四半期損益計算書 

（第３四半期累計期間） 

（単位：千円） 

（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３四半期累計期間 

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年９月30日） 

売上高    4,592,825

売上原価    3,012,536

売上総利益    1,580,289

販売費及び一般管理費    1,432,123

営業利益    148,165

営業外収益  

 仕入割引    43,777

 その他    12,074

 営業外収益合計    55,851

営業外費用  

 支払利息    43,599

 その他    8,313

 営業外費用合計    51,912

経常利益    152,104

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入額    27,397

その他    428

特別利益合計    27,826

特別損失  

固定資産除却損    37,489

特別損失合計    37,489

税引前四半期純利益    142,441

法人税等    57,299

四半期純利益    85,141
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（第３四半期会計期間） 

（単位：千円） 

  
前第３四半期会計期間 

（自 平成21年７月１日 
至 平成21年９月30日） 

売上高    1,821,031

売上原価    1,166,457

売上総利益    654,573

販売費及び一般管理費    509,104

営業利益    145,468

営業外収益  

 仕入割引    13,087

 その他    4,061

 営業外収益合計    17,149

営業外費用  

 支払利息    14,948

 その他    1,546

 営業外費用合計    16,495

経常利益    146,122

特別利益  

貸倒引当金戻入額    △371

特別利益合計    △371

特別損失  

固定資産除却損    6,124

特別損失合計    6,124

税引前四半期純利益    139,626

法人税等    56,797

四半期純利益    82,828
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(２）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円） 

  
前第３四半期累計期間 

（自 平成21年１月１日 
至 平成21年９月30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    142,441

 減価償却費    72,256

 貸倒引当金の増減額（△は減少）    △3,377

 退職給付引当金の増減額（△は減少）    6,945

 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）    △22,901

 賞与引当金の増減額（△は減少）    31,500

 返品調整引当金の増減額（△は減少）    4,800

 受取利息及び受取配当金    △1,088

 支払利息    43,599

 有形固定資産除却損    37,489

 売上債権の増減額（△は増加）    △211,549

 たな卸資産の増減額（△は増加）    △121,844

 仕入債務の増減額（△は減少）    △163,124

 その他    △35,998

 小計    △220,851

 利息及び配当金の受取額    1,088

 利息の支払額    △45,057

 法人税等の支払額    △9,879

 営業活動によるキャッシュ・フロー    △274,701

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    △110,351

 定期預金の払戻による収入    180,000

 有形固定資産の取得による支出    △737,566

 無形固定資産の取得による支出    △3,172

投資有価証券の取得による支出    △2,495

子会社株式の取得による支出    △28,599

差入保証金の差入による支出    △18,180

差入保証金の回収による収入    8,613

保険積立金の解約による収入    3,269

その他    △557

 投資活動によるキャッシュ・フロー    △709,040

財務活動によるキャッシュ・フロー   

 長期借入れによる収入    1,300,000

 長期借入金の返済による支出    △603,799

 配当金の支払額    △30,451

 財務活動によるキャッシュ・フロー    665,749

現金及び現金同等物の増減額（△は減少）    △317,992

現金及び現金同等物の期首残高    648,596

現金及び現金同等物の四半期末残高    330,604
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