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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） 

 

(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 8,256 △5.6 238 63.3 259 62.7 45 ―
22年1月期第3四半期 8,743 ― 145 ― 159 ― △2 ―

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 4.37 ―
22年1月期第3四半期 △0.22 ―

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 9,929 7,658 76.9 731.02
22年1月期 9,924 7,744 77.8 739.47

（参考） 自己資本   23年1月期第3四半期  7,634百万円 22年1月期  7,722百万円

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 ― 0.00 ― 12.00 12.00
23年1月期 ― 0.00 ―
23年1月期 

（予想）
10.00 10.00

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   

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 12,520 1.8 420 41.3 424 40.3 152 213.2 14.63



(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を実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、今後の経済状況等の変化により、実際の業績は予想数値と異な
る場合があります。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)４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.4「その他」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 10,834,000株 22年1月期  10,834,000株
② 期末自己株式数 23年1月期3Q  390,500株 22年1月期  390,500株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年1月期3Q 10,443,500株 22年1月期3Q 10,443,500株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善等の兆しが見られたものの、急激

な円高、不安定な雇用情勢やデフレの長期化等により、依然として厳しい景況感の中で推移いたしまし

た。 

当アパレルないし小売業界におきましては、消費者の生活防衛意識の高まりによる低価格志向・節約

志向への意識は引続き強く、厳しい経営環境となりました。 

このような状況のなか、当第３四半期連結累計期間において、直営店の出店８店舗、退店９店舗を行

い、直営店舗数は１店舗減少の126店舗となりました。 

また、主に衣料並びにバック、アクセサリー等関連雑貨の企画・販売事業を卸売りを中心に行ってお

りました株式会社アパラ（連結子会社）について、平成22年５月に全株式を同社代表取締役他１名に売

却いたしました。 

当第３四半期連結累計期間における売上高は、秋口の猛暑により、上半期に春先の天候不順において

も第２四半期連結累計期間まで好調に推移いたしておりましたメインブランドの「one after another 

NICE CLAUP」も当第３四半期連結会計期間において減少に転じ、8,256百万円（前年同四半期比5.6％

減）となりました。 

 一方、販売費及び一般管理費においては、不採算店、低採算店の退店を継続したことによる、人件

費、賃借料及び減価償却費の削減により、前年同四半期連結累計期間と比べ減少いたしました。この結

果、営業利益238百万円(前年同四半期比63.3％増）、経常利益259百万円(前年同四半期比62.7％増）と

なりました。また、株式会社アパラの連結除外に伴い貸倒引当金繰入額69百万円の特別損失の計上等に

より、四半期純利益は45百万円(前年同四半期 四半期純損失2百万円)となりました。 

  

① 資産、負債及び純資産の状況 

(資産) 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べ4百万円増加し9,929百

万円となりました。主な増減は、現金及び預金の増加145百万円、商品の増加135百万円、受取手形

及び売掛金の減少233百万円、敷金及び保証金の減少113百万円であります。 

(負債) 

当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ90百万円増加し2,270百

万円となりました。これは主に、買掛金の増加73百万円等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は、前連結会計年度末に比べ85百万円減少し7,658

百万円となりました。これは主に、四半期純利益45百万円による増加に対し、利益処分による配当

金の支払125百万円等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

(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
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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140百万円増加し3,474百万円となりました。 

当第３四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。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動の結果得られた資金は、401百万円(前年同四半期536百万円)となりました。 

増加の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益147百万円、減価償却費209百万円、売上債権の減

少額131百万円、仕入債務の増加額163百万円であり、減少の主な内訳は、たな卸資産の増加額141

百万円、法人税等の支払額128百万円であります。 

(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、134百万円(前年同四半期265百万円)となりました。 

これは主に、支出は、有形固定資産の取得による支出175百万円、投資有価証券の取得による支

出51百万円、敷金及び保証金の差入による支出98百万円であり、収入は、敷金及び保証金の回収に

よる収入213百万円であります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果使用した資金は125百万円(前年同四半期125百万円)となりました。 

 これは、配当金の支払額であります。 

  

平成23年1月期の連結業績予想につきましては、平成22年３月12日に公表いたしました業績予想から

の見直しは行なっておりません。 

 市場環境は厳しい状況が続いており、当企業集団の取扱う衣料品や雑貨などのファッション商品は、

気象条件により売上が変動しやすく、天候不順等の気象条件が業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当業界においては、第４四半期連結会計期間にバーゲンセール期間があり、その動向により、売

上高及び売上総利益が変動し業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

  

(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。 

  

① 簡便な会計処理 

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。 

② 四半期連結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。 

  

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

(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

㈱ナイスクラップ(7598)　平成23年1月期　第３四半期決算短信

－4－



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 4,316,983 4,171,085

受取手形及び売掛金 943,130 1,176,526

商品 552,896 417,201

原材料及び貯蔵品 7,305 15,672

その他 143,981 165,805

貸倒引当金 △1,778 △2,692

流動資産合計 5,962,519 5,943,598

固定資産

有形固定資産

有形固定資産合計 575,170 616,603

無形固定資産

無形固定資産合計 17,595 28,134

投資その他の資産

敷金及び保証金 1,514,798 1,628,398

保険積立金 938,253 939,064

その他 989,923 770,635

貸倒引当金 △69,000 △1,441

投資その他の資産合計 3,373,975 3,336,656

固定資産合計 3,966,741 3,981,394

資産合計 9,929,261 9,924,992

負債の部

流動負債

買掛金 867,517 794,088

短期借入金 220,000 220,000

未払法人税等 93,773 78,148

引当金 100,170 34,220

その他 463,540 552,145

流動負債合計 1,745,001 1,678,602

固定負債

長期未払金 317,633 317,633

退職給付引当金 207,664 184,055

固定負債合計 525,298 501,689

負債合計 2,270,300 2,180,291
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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 768,520 768,520

資本剰余金 807,750 807,750

利益剰余金 6,229,767 6,309,415

自己株式 △126,904 △126,904

株主資本合計 7,679,132 7,758,781

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △43,426 △35,790

為替換算調整勘定 △1,261 △357

評価・換算差額等合計 △44,687 △36,148

少数株主持分 24,516 22,068

純資産合計 7,658,961 7,744,700

負債純資産合計 9,929,261 9,924,992
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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)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年２月１日
至 平成21年10月31日)

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 8,743,900 8,256,748

売上原価 3,673,836 3,328,536

売上総利益 5,070,064 4,928,212

販売費及び一般管理費 4,924,205 4,690,066

営業利益 145,859 238,146

営業外収益

受取利息 3,750 2,753

為替差益 3,793 －

持分法による投資利益 1,745 17,865

その他 7,175 5,287

営業外収益合計 16,465 25,906

営業外費用

支払利息 2,676 2,677

為替差損 － 1,969

その他 412 256

営業外費用合計 3,089 4,903

経常利益 159,235 259,148

特別利益

固定資産売却益 － 837

関係会社株式売却益 － 3,064

貸倒引当金戻入額 － 67

特別利益合計 － 3,970

特別損失

固定資産除却損 44,157 25,290

減損損失 44,403 21,034

貸倒引当金繰入額 － 69,000

その他 4,143 －

特別損失合計 92,704 115,325

税金等調整前四半期純利益 66,530 147,793

法人税、住民税及び事業税 114,067 152,094

法人税等調整額 △44,171 △54,108

法人税等合計 69,896 97,985

少数株主利益又は少数株主損失（△） △1,019 4,133

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,346 45,673
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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３四半期連結累計期間
(自 平成21年２月１日
至 平成21年10月31日)

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 66,530 147,793

減価償却費 237,147 209,011

減損損失 44,403 21,034

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,384 67,780

退職給付引当金の増減額（△は減少） 32,560 23,608

受取利息及び受取配当金 △3,750 △2,753

支払利息 2,676 2,677

為替差損益（△は益） △2,079 1,491

持分法による投資損益（△は益） △1,745 △17,865

固定資産除却損 44,157 25,290

売上債権の増減額（△は増加） 66,725 131,172

たな卸資産の増減額（△は増加） △261,527 △141,336

仕入債務の増減額（△は減少） 468,325 163,294

その他 △94,876 △102,111

小計 600,933 529,088

利息及び配当金の受取額 4,520 3,760

利息の支払額 △2,703 △2,713

法人税等の支払額 △66,563 △128,161

営業活動によるキャッシュ・フロー 536,186 401,974

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 △223,007 △175,240

無形固定資産の取得による支出 △12,330 △668

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る支出

－ △39,311

投資有価証券の取得による支出 △25,000 △51,500

投資有価証券の売却及び償還による収入 9,991 14,635

関係会社出資金の払込による支出 △15,273 －

敷金及び保証金の差入による支出 △106,586 △98,285

敷金及び保証金の回収による収入 114,147 213,095

その他 △7,337 2,613

投資活動によるキャッシュ・フロー △265,395 △134,662

財務活動によるキャッシュ・フロー

配当金の支払額 △125,946 △125,079

財務活動によるキャッシュ・フロー △125,946 △125,079

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,776 △1,491

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 146,621 140,742

現金及び現金同等物の期首残高 3,130,799 3,333,986

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,277,421 3,474,728
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

(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
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