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1.  平成23年5月期第2四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成22年11月30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5月期第2四半期 28,297 △1.4 2,283 59.3 2,309 60.2 858 69.0
22年5月期第2四半期 28,692 △10.0 1,433 △46.2 1,441 △47.2 507 △63.3

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5月期第2四半期 30.75 ―
22年5月期第2四半期 18.19 ―

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5月期第2四半期 36,591 24,454 66.8 876.49
22年5月期 35,811 24,629 68.8 882.77

（参考） 自己資本   23年5月期第2四半期  24,454百万円 22年5月期  24,629百万円

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5月期 ― ― ― 10.00 10.00
23年5月期 ― 10.00
23年5月期 

（予想）
― 10.00 20.00

3.  平成23年5月期の連結業績予想（平成22年6月1日～平成23年5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  有   

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 57,700 △1.1 4,550 11.1 4,550 9.3 2,050 16.6 73.47



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）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  無  
（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、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。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）２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.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 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5月期2Q  27,900,000株 22年5月期  27,900,000株
② 期末自己株式数 23年5月期2Q  72株 22年5月期  72株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年5月期2Q  27,899,928株 22年5月期2Q  27,899,932株



「参考」個別の業績予想

　平成23年５月期の個別業績予想（平成22年６月１日～平成23年５月31日）

（％表示は対前期比増減率）

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

通期
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

53,100 △3.8 3,850 1.7 3,850 △1.1 1,550 1.2 55 55
　（注）　個別業績予想数値の当四半期における修正の有無　　有
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国を中心とした輸出の増加や国内の各種経済

対策の効果により、企業収益に改善が見られるものの、円高の進行や海外経済の減速懸念等に対する先

行きの不透明感が拭えない状況が続いております。 

当社グループが属するレディースカジュアル専門店業界は、記録的な残暑により秋冬物の立ち上がり

に大きな影響を受けたほか、消費者の根強い生活防衛意識により価格訴求の傾向は収まらず、依然とし

て厳しい経営環境が続きました。 

このような状況のなか、当社グループにおきましては、既存店の活性化に向けた施策を実施してまい

りました。店舗立地別に商品投入のパターン化を進めたほか、新設の什器を順次投入し、商品企画と連

動した売場作りに注力いたしました。また、ハッピーハニーキャンペーンやオンラインショップ会員限

定キャンペーンを行う等、独自の販促活動にも取り組みました。 

 店舗展開に関しましては、積極的なスクラップアンドビルドを進めた結果、当第２四半期連結会計期

間末における国内店舗数は857店舗となりました。 

中国子会社である好麗姿（上海）服飾商貿有限公司（注）におきましては、当第２四半期連結会計期

間末における直営店舗数は169店舗となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高は282億97百万円（前年同期比1.4％

減）、営業利益は22億83百万円（同59.3％増）、経常利益は23億09百万円（同60.2％増）となりまし

た。なお、特別損失として資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額４億89百万円、減損損失１億53百

万円等を計上したことにより、四半期純利益は８億58百万円（同69.0％増）となりました。 

(注）好麗姿(上海)服飾商貿有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、日本語常用漢字で代用

しております。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

当第２四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て７億80百万円増加して

365億91百万円となりました。これは、たな卸資産が増加したこと等によるものです。 

負債については、前連結会計年度末に比べて９億55百万円増加して121億37百万円となりました。こ

れは、短期及び長期借入金が減少した一方で、資産除去債務や為替予約が増加したこと等によるもので

す。 

純資産については、前連結会計年度末に比べて１億75百万円減少して244億54百万円となりました。

これは、利益剰余金が増加した一方で、繰延ヘッジ損失が拡大したこと等によるものです。 

  

当連結会計年度につきましては、個人消費動向に対する不透明感は拭えず、引き続き厳しい経営環境

が続くものと考えられます。このため当初計画していた国内売上高（平成22年７月６日発表）の見直し

を余儀なくされ、各利益についても下方修正をいたしました。中国子会社に関しましては、売上高・利

益ともに順調な推移をみせているものの、個別業績の修正を行った結果、通期の連結業績見通しは売上

高577億円、営業利益45億50百万円、経常利益45億50百万円、当期純利益20億50百万円を見込んでおり

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

(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。 

  

該当事項はありません。 

  

① 「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20

年３月31日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平

成20年３月31日）を適用しております。 

 これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は34,243千円、税金等調整前四半期

純利益は550,825千円それぞれ減少しております。 

 また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は804,920千円であります。 

  

② 表示方法の変更 

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸

表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内

閣府令第５号）の適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利

益」の科目を表示しております。 

  

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
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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11月30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５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,515,086 6,499,616

売掛金 2,963,913 3,193,405

たな卸資産 6,627,130 5,808,920

未収還付法人税等 91,064 11,617

その他 1,338,512 880,701

貸倒引当金 △1,804 △3,335

流動資産合計 17,533,903 16,390,926

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 7,023,551 7,124,770

その他（純額） 2,860,238 2,943,909

有形固定資産合計 9,883,790 10,068,680

無形固定資産

その他 87,788 98,981

無形固定資産合計 87,788 98,981

投資その他の資産

差入保証金 8,351,011 8,725,270

その他 781,203 570,972

貸倒引当金 △45,736 △43,158

投資その他の資産合計 9,086,478 9,253,083

固定資産合計 19,058,057 19,420,745

資産合計 36,591,961 35,811,671

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,766,764 1,722,907

短期借入金 636,943 1,054,480

1年内返済予定の長期借入金 810,800 880,800

未払法人税等 1,073,471 1,015,845

ポイント引当金 23,381 7,392

物流経費等返還引当金 － 120,000

資産除去債務 7,623 －

その他 4,302,500 3,323,565

流動負債合計 8,621,484 8,124,990

固定負債

長期借入金 1,771,200 2,141,600

退職給付引当金 882,474 819,809

資産除去債務 777,565 －

その他 84,959 95,895

固定負債合計 3,516,199 3,057,305

負債合計 12,137,684 11,182,295
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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11月30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５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,566,800 3,566,800

資本剰余金 3,941,880 3,950,950

利益剰余金 18,070,792 17,482,618

自己株式 △330 △330

株主資本合計 25,579,142 25,000,038

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 603 906

繰延ヘッジ損益 △1,005,495 △318,888

為替換算調整勘定 △119,973 △52,680

評価・換算差額等合計 △1,124,865 △370,662

純資産合計 24,454,277 24,629,376

負債純資産合計 36,591,961 35,811,671
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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６月１日
至 平成21年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年11月30日)

売上高 28,692,948 28,297,111

売上原価 12,247,229 11,655,490

売上総利益 16,445,719 16,641,621

販売費及び一般管理費 15,011,828 14,357,988

営業利益 1,433,891 2,283,632

営業外収益

受取利息 716 1,056

受取配当金 180 147

為替差益 43,892 481

受取地代家賃 31,893 23,055

受取補償金 6,500 12,863

デリバティブ評価益 － 14,501

雑収入 16,815 16,752

営業外収益合計 99,998 68,858

営業外費用

支払利息 39,610 24,203

貸倒引当金繰入額 20,150 14,660

デリバティブ評価損 24,108 －

雑損失 8,857 4,558

営業外費用合計 92,726 43,422

経常利益 1,441,162 2,309,068

特別利益

貸倒引当金戻入額 8,866 1,530

固定資産売却益 1,118 －

特別利益合計 9,985 1,530

特別損失

固定資産除却損 129,931 114,582

減損損失 162,558 153,805

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 489,545

その他 54,115 82,587

特別損失合計 346,605 840,521

税金等調整前四半期純利益 1,104,543 1,470,078

法人税、住民税及び事業税 843,433 984,005

法人税等還付税額 － △90,978

法人税等調整額 △246,514 △281,052

法人税等合計 596,918 611,974

少数株主損益調整前四半期純利益 － 858,103

四半期純利益 507,624 858,103
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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６月１日
至 平成21年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年11月30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 1,104,543 1,470,078

減価償却費 839,664 710,610

減損損失 162,558 153,805

デリバティブ評価損益（△は益） 24,108 △14,501

退職給付引当金の増減額（△は減少） 62,509 62,664

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,284 13,394

ポイント引当金の増減額（△は減少） 3,795 15,989

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △8,211 －

物流経費等返還引当金の増減額（△は減少） － △120,000

受取利息及び受取配当金 △896 △1,204

支払利息 39,610 24,203

固定資産売却損益（△は益） △1,118 －

固定資産除却損 76,579 93,967

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 489,545

売上債権の増減額（△は増加） 763,700 195,165

たな卸資産の増減額（△は増加） 89,456 △852,814

仕入債務の増減額（△は減少） 424,134 88,518

未払金の増減額（△は減少） 100,097 9,360

未払費用の増減額（△は減少） △258,351 △138,455

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,135 △42,627

未収消費税等の増減額（△は増加） － 3,631

その他 13,870 15,152

小計 3,430,199 2,176,481

利息及び配当金の受取額 896 1,204

利息の支払額 △33,604 △21,666

法人税等の支払額 △280,683 △882,085

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,116,807 1,273,933

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 △60,000 －

定期預金の払戻による収入 60,000 －

有形固定資産の取得による支出 △331,299 △411,687

有形固定資産の売却による収入 1,173 －

無形固定資産の取得による支出 △9,894 △1,921

無形固定資産の売却による収入 50 －

投資有価証券の取得による支出 △300 △300

差入保証金の差入による支出 △136,623 △152,739

差入保証金の回収による収入 298,173 502,997

資産除去債務の履行による支出 － △35,044

その他 △404 4,883

投資活動によるキャッシュ・フロー △179,124 △93,811
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(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成21年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年11月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,055,840 629,784

短期借入金の返済による支出 △2,411,680 △1,039,210

長期借入れによる収入 2,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △440,400 △440,400

割賦債務の返済による支出 △7,602 －

リース債務の返済による支出 △10,309 △10,500

自己株式の取得による支出 △2 －

配当金の支払額 △557,998 △278,999

財務活動によるキャッシュ・フロー △372,154 △1,139,325

現金及び現金同等物に係る換算差額 △10,388 △25,326

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,555,140 15,470

現金及び現金同等物の期首残高 3,779,363 6,499,616

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,334,503 6,515,086
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

品目別販売実績 

 

 
  

 

(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

(1) 販売の状況

品目

当第２四半期連結会計期間
(自 平成22年９月１日
 至 平成22年11月30日)

金額(千円)
前年同四半期 

連結会計期間比(％)
構成比(％)

トップス 7,179,868 95.9 51.0

ボトムス 2,869,033 102.6 20.4

外衣 2,481,238 83.1 17.6

雑貨・その他（注）２ 1,554,535 97.1 11.0

合計 14,084,676 94.7 100.0

（注） １. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２. その他には、ＥＣ事業のポイント引当金繰入額が含まれております。

品目

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
 至 平成22年11月30日)

金額(千円)
前年同四半期 

連結累計期間比(％)
構成比(％)

トップス 14,363,436 97.7 50.8

ボトムス 6,297,874 105.5 22.2

外衣 4,548,206 96.5 16.1

雑貨・その他（注）２ 3,087,594 93.4 10.9

合計 28,297,111 98.6 100.0

（注） １. 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２. その他には、ＥＣ事業のポイント引当金繰入額が含まれております。
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