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1.  平成23年2月期第3四半期の業績（平成22年2月21日～平成22年11月20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3四半期 90,267 0.6 7,294 △1.3 7,474 △1.4 4,278 △1.4
22年2月期第3四半期 89,723 ― 7,389 ― 7,579 ― 4,337 ―

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3四半期 63.25 63.25
22年2月期第3四半期 63.26 ―

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3四半期 72,057 47,615 65.8 700.95
22年2月期 66,724 44,917 66.9 658.52

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  47,390百万円 22年2月期  44,659百万円

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 ― 8.00 ― 10.00 18.00
23年2月期 ― 9.00 ―
23年2月期 

（予想）
10.00 19.00

3.  平成23年2月期の業績予想（平成22年2月21日～平成23年2月20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 123,641 5.0 10,099 10.3 10,344 10.0 5,866 9.6 86.77



(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．３「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3Q 69,588,856株 22年2月期  69,588,856株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q  1,980,862株 22年2月期  1,770,016株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 67,646,487株 22年2月期3Q 68,572,856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いません。 

※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に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき当社が判断したものであります。実際の業
績は、今後様々な要因によって予想値と異なる可能性があります。 
  なお、業績予想の前提となる条件等については、四半期決算短信（添付資料）３ページ「1.当四半期の業績等に関する定性的情報(3)業績予想に関する
定性的情報」をご覧ください。 
  また、当社は平成22年９月27日開催の取締役会において、「株式給付信託（J-ESOP）」を導入することを決議し、平成22年11月１日付で、資産管理サー
ビス信託銀行株式会社（信託口）（以下「信託口」といいます。）が当社株式230,800株を取得しております。信託口が所有する当社株式については、自己株
式に含めております。 
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１.当四半期の業績等に関する定性的情報 
(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、対アジア輸出の増加や景気対策効果により、企業収益や個人消費は

回復基調にありましたが、欧州財政の信用不安、米国経済の回復懸念に端を発する急激な円高や株価低迷、また失業

率が高い水準にあるなど、国内経済は依然として先行き不透明な状況が続いております。 

このような中で、当社は当第３四半期累計期間においても郊外を中心に44店の新規出店を行い、更なる店舗網の拡

充を図ると同時に、商品の品揃えにおいてさらに他社との差別化を図るため、44店のうち25店については売場面積を

300坪型とし、店舗の大型化に取り組んでまいりました。また一方で、第３四半期会計期間においてリプレースなど

で３店舗閉鎖しております。この結果、当第３四半期末の店舗数は746店舗となっております。 

商品別の売上高の動向におきましては、衣料部門は、第２四半期累計期間と同じく気温の影響を大きく受ける結果

となりました。第３四半期会計期間は10月末に気温が低下したことで冬物衣料に動きがあったものの、昨年よりも長

引いた残暑の影響による９月の大幅な売上の減少をカバーするには至らず、ベビー・子供のアウトウェアやパジャマ

の部門で苦戦しました。雑貨部門におきましては、大型育児用品はオリジナルベビーカーの発売効果もあり堅調に推

移しましたが、一方で消耗雑貨においてはベビーフードを除き、総じて低調でありました。 

売上総利益におきましては、売上面での伸び悩みがありましたが、衣料品の在庫数量の管理精度が向上し、晩期値

下げロスを大幅に削減できたことなどにより、前年同期比で105.6％となりました。なお、売上総利益率におきまし

ては35.7％から37.4％と、前年同期比で1.7％上昇し大幅な改善となりました。 

販売費及び一般管理費におきましては、継続して固定費の削減に取り組んでまいりましたが、売上高の伸びを上回

る結果となりました。これは第３四半期会計期間に25店舗の大量出店をしたことで、イニシャルコストの負担が大き

くなったことによります。 

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は 902 億６千７百万円（前年同期比 100.6％）、営業利益は 72 億９千

４百万円（前年同期比 98.7％）、経常利益は 74 億７千４百万円（前年同期比 98.6％）、また四半期純利益は 42 億７

千８百万円（前年同期比 98.6％）となりました。 

なお、当第３四半期末店舗数746店舗の地域別の状況は、北海道地区33店舗、東北地区65店舗、関東地区209店舗、

中部地区123店舗、近畿地区142店舗、中国地区49店舗、四国地区27店舗、九州・沖縄地区98店舗となっております。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債および純資産の状況 

当第３四半期末における総資産は720億５千７百万円と前期末から53億３千３百万円の増加となりました。これは、

主に現金及び預金、預け金が28億４千万円増加したことおよび商品が10億８百万円増加したことなどによります。 

当第３四半期末における負債は244億４千２百万円と前期末から26億３千５百万円の増加となりました。これは、

主に支払手形及び買掛金が22億６千６百万円増加したことなどによります。 

当第３四半期末における純資産は476億１千５百万円と前期末から26億９千７百万円の増加となりました。これは、

主に四半期純利益42億７千８百万円による増加の一方、配当金の支払額12億８千６百万円および自己株式の取得に

よる支出３億円があったことなどによります。 

 

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期累計期間におけるキャッシュ・フローは、前期末に比べ28億４千万円増加し、現金及び現金同等物の

第３四半期末残高は277億７千８百万円となりました。 

当第３四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況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、51億９千９百万円の増加（前年同期比15億１千２百万円増）となりました。

これは、主に税引前四半期純利益が74億７千９百万円となったことおよび仕入債務の増加22億６千６百万円があった

一方で、法人税等の支払額41億９千４百万円があったことなどによります。 

 

 （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、７億２千２百万円の減少（前年同期比５千５百万円増）となりました。こ

れは、主に新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出８億１百万円があったことなどによります。 

 

 （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、16億３千６百万円の減少（前年同期比３億３千２百万円増）となりました。

これは、主に配当金の支払額12億８千６百万円および自己株式の取得による支出３億円があったことなどによります。 
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(3) 業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、平成 22 年９月 27 日に発表いたしました予想に変更はありません。 

   

 

２．その他の情報 
(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  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. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年11月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 26,532,962 24,018,194

売掛金 1,432,073 766,700

商品 17,390,949 16,382,587

未着商品 298,468 461,634

預け金 1,245,725 919,779

その他 2,347,543 2,089,068

流動資産合計 49,247,723 44,637,965

固定資産   

有形固定資産 5,718,638 5,114,449

無形固定資産 418,024 417,210

投資その他の資産   

建設協力金 11,445,970 11,633,275

その他 5,227,631 4,921,812

投資その他の資産合計 16,673,601 16,555,088

固定資産合計 22,810,264 22,086,748

資産合計 72,057,987 66,724,713

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 16,278,889 14,012,448

未払法人税等 1,335,978 2,226,068

賞与引当金 769,758 458,518

設備関係支払手形 616,680 361,861

その他 4,387,109 3,790,892

流動負債合計 23,388,416 20,849,789

固定負債   

退職給付引当金 327,938 292,844

役員退職慰労引当金 212,300 190,700

その他 513,743 473,400

固定負債合計 1,053,981 956,944

負債合計 24,442,398 21,806,734
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成22年11月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,523,031 2,523,031

資本剰余金 2,321,519 2,321,708

利益剰余金 44,440,842 41,449,079

自己株式 △1,872,734 △1,630,683

株主資本合計 47,412,658 44,663,136

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △25,685 △6,191

繰延ヘッジ損益 3,070 3,002

評価・換算差額等合計 △22,614 △3,189

新株予約権 225,545 258,031

純資産合計 47,615,589 44,917,979

負債純資産合計 72,057,987 66,724,713
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第３四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成21年２月21日 
 至 平成21年11月20日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年11月20日) 

売上高 89,723,484 90,267,943

売上原価 57,730,029 56,471,918

売上総利益 31,993,455 33,796,024

販売費及び一般管理費 24,604,081 26,501,544

営業利益 7,389,373 7,294,480

営業外収益   

受取利息 99,544 105,503

期日前決済割引料 71,333 59,519

その他 23,643 25,680

営業外収益合計 194,521 190,703

営業外費用   

支払利息 － 9,251

支払手数料 3,808 1,512

その他 167 8

営業外費用合計 3,975 10,772

経常利益 7,579,918 7,474,411

特別利益   

新株予約権戻入益 － 36,117

特別利益合計 － 36,117

特別損失   

店舗閉鎖損失 － 22,944

有形固定資産除却損 1,532 5,085

減損損失 － 2,614

リース解約損 369 －

特別損失合計 1,902 30,644

税引前四半期純利益 7,578,016 7,479,884

法人税、住民税及び事業税 3,212,000 3,297,000

法人税等調整額 28,257 △95,540

法人税等合計 3,240,257 3,201,459

四半期純利益 4,337,759 4,278,424
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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８月21日 
 至 平成21年11月20日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年８月21日 
 至 平成22年11月20日) 

売上高 32,435,499 32,619,023

売上原価 20,176,271 19,734,649

売上総利益 12,259,228 12,884,373

販売費及び一般管理費 8,564,996 9,499,819

営業利益 3,694,231 3,384,553

営業外収益   

受取利息 33,985 38,942

期日前決済割引料 23,349 19,169

その他 5,724 5,299

営業外収益合計 63,059 63,411

営業外費用   

支払利息 － 3,199

支払手数料 1,573 －

その他 61 5

営業外費用合計 1,634 3,204

経常利益 3,755,656 3,444,760

特別損失   

店舗閉鎖損失 － 11,132

有形固定資産除却損 404 474

減損損失 － 2,614

特別損失合計 404 14,221

税引前四半期純利益 3,755,251 3,430,538

法人税、住民税及び事業税 1,676,000 1,553,000

法人税等調整額 △90,366 △103,505

法人税等合計 1,585,633 1,449,494

四半期純利益 2,169,617 1,981,044
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(3)【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２月21日 
 至 平成21年11月20日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年11月20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 7,578,016 7,479,884

減価償却費 524,302 618,323

賞与引当金の増減額（△は減少） 270,810 311,239

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,067 35,093

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △13,650 21,600

受取利息及び受取配当金 △99,647 △113,531

支払利息 － 9,251

新株予約権戻入益 － △36,117

店舗閉鎖損失 － 22,944

減損損失 － 2,614

売上債権の増減額（△は増加） △678,879 △665,373

たな卸資産の増減額（△は増加） △808,877 △845,195

仕入債務の増減額（△は減少） 448,850 2,266,718

その他 550,424 288,059

小計 7,778,418 9,395,511

利息及び配当金の受取額 116 8,037

利息の支払額 － △9,251

法人税等の支払額 △4,090,820 △4,194,388

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,687,715 5,199,908

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 △535,315 △801,633

建設協力金及び敷金・保証金の差入による支出 △843,762 △729,614

建設協力金及び敷金・保証金の回収による収入 837,916 874,004

投資有価証券の取得による支出 △236,452 △65,000

投資活動によるキャッシュ・フロー △777,612 △722,244

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 － △108,048

配当金の支払額 △1,169,759 △1,286,661

自己株式の取得による支出 △800,103 △300,123

自己株式の処分による収入 － 57,882

その他 9 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,969,852 △1,636,950

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 940,249 2,840,713

現金及び現金同等物の期首残高 24,165,004 24,937,974

現金及び現金同等物の四半期末残高 25,105,254 27,778,687
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

当社は、平成 22 年３月 31 日開催の取締役会決議により 299,963 千円（272,100 株）の自己株式を取得しております。 

 

 

 

４.補足情報 
 

四半期商品別売上高 

（単位：千円、千円未満切捨、％） 

商 品 別 

前年同四半期 

（平成22年２月期

第３四半期累計期

間） 

当四半期 

（平成23年２月期

第３四半期累計期

間） 

増  減 
（参考） 

平成22年２月期

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

子 供 衣 料 32,734,811 32,267,955 △466,856 △1.4 42,612,907

育 児 ・ 服 飾 雑 貨 42,936,281 43,971,074 1,034,793 2.4 56,544,660

ベビー・マタニティー衣料 13,778,260 13,801,512 23,252 0.2 18,215,602

そ の 他 274,130 227,400 △46,730 △17.0 347,822

合 計 89,723,484 90,267,943 544,458 0.6 117,720,993

（注）上記売上高には消費税等は含まれておりません。 
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