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1.  平成23年2月期第3四半期の業績（平成22年3月1日～平成22年11月30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 10,075 △1.1 384 25.5 346 26.7 165 △21.3
22年2月期第3四半期 10,182 △7.9 306 ― 273 ― 210 ―

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 32.81 ―
22年2月期第3四半期 41.69 ―

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 6,563 1,406 21.4 278.43
22年2月期 6,232 1,271 20.4 251.72

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  1,406百万円 22年2月期  1,271百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

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 ― 0.00 ― 6.00 6.00
23年2月期 ― 0.00 ―
23年2月期 

（予想） 10.00 10.00

3.  平成23年2月期の業績予想（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  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 13,700 △1.8 550 20.0 500 22.3 230 △10.2 45.53



(1) 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「その他」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 5,270,000株 22年2月期  5,270,000株
② 期末自己株式数 23年2月期3Q  218,933株 22年2月期  218,003株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 5,051,439株 22年2月期3Q 5,051,997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き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きは終了しています。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
・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】3ページ「(3)業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 
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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我が国の経済は、新興国の経済成長に伴う輸出拡大により、緩やか

な回復基調で推移してまいりましたが、政府の減税や補助金による景気刺激策の終了や、所得・雇用

環境に大きな改善はみられず、依然として先行きが不透明な状況で推移しております。 
そうした中で、当社は中期計画『 Ｍ３』の 終年度にあたり、品揃え再構築とスタッフによる店頭

販売力の強化に全力で取り組んでおります。その成果として、「カワイさ」そして「安さ」の両方を

備えた商品が溢れる店舗と、「笑顔」で「挨拶」を励行できるスタッフによる、「パスポートファ

ン」の拡大をめざしております。 
  当第 3 四半期の店舗展開では、直営店が「Ｐａｓｓｐｏｒｔ」ブランドで 2 店舗開設し、2 店舗閉

鎖いたしました。フランチャイズ店は、「Ｐａｓｓｐｏｒｔ」ブランドで 1 店舗開設し、1 店舗閉鎖

いたしました。（新規の開設としては、短期の催事契約店舗が 6 店舗開設し、1 店舗閉鎖しておりま

すが、短期の出店契約のため店舗数には含めておりません）。 
また、当第 3 四半期では「Ｐａｓｓｐｏｒｔ」ブランドで、フランチャイズ店の営業を譲り受け直営

店への形態変更が 1 店舗ありました。それらの他に、当第 3 四半期で 5 店舗の改装を実施しておりま

す。その結果、当第 3 四半期末の店舗数は、直営店が 148 店舗、フランチャイズ店が 25 店舗になっ

ております。 
  これらの結果、当第 3 四半期累計期間における当社の売上高は、10,075 百万円（前年同四半期比

1.1％減）となりました。また、営業利益は 384 百万円（前年同四半期比 25.5％増）、経常利益は 346
百万円（前年同四半期比 26.7％増）、四半期純利益は 165 百万円（前年同四半期比 21.3％減）となり

ました。 
 
 
(2) 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  
【資産】 

 当第 3 四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて 330 百万円増加し、6,563 百万円とな

りました。  
流動資産は、前事業年度末に比べて 390 百万円増加し、3,429 百万円となりました。これは、主に

商品が 303 百万円増加したこと等によります。  
固定資産は、前事業年度末に比べて 60 百万円減少し、3,133 百万円となりました。これは、主に 

POS システムの入替等により有形固定資産が 86 百万円増加したものの、不採算店の退店等により敷

金及び保証金が 151 百万円減少したこと等によるものであります。 
 
【負債】  
当第 3 四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べて 195 百万円増加し、5,156 百万円と 

なりました。  
流動負債は、前事業年度末に比べて 331 百万円増加し、3,942 百万円となりました。これは、主に 

支払手形及び買掛金が 215 百万円、賞与引当金が 95 百万円増加したこと等によります。  
固定負債は、前事業年度末に比べて 135 百万円減少し、1,214 百万円となりました。これは、主に

リース債務が 122 百万円増加したものの、社債が償還により 161 百万円減少したこと、長期未払金が

含まれるその他が 81 百万円減少したこと等によるものであります。 
 
【純資産】  
当第 3 四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べて 134 百万円増加し、1,406 百万円とな

りました。これは、主に利益剰余金が配当により 30 百万円減少したものの、四半期純利益を 165 百万

円計上したことにより 135 百万円増加したこと等によるものであります。  
 
 

②キャッシュ・フローの状況  
当第 3 四半期累計期間末における現金及び現金同等物は、前事業年度末より 132 百万円減少し、 

667 百万円となりました。 
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【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、104 百万円の収入（前年同期比 52 百万円の収入増加）とな

りました。これは、売上債権 169 百万円の増加やたな卸し資産 321 百万円の増加による支出はあった

ものの、税引前四半期純利益 315 百万円を計上し、仕入債務の増加が 215 百万円あったこと等による

ものであります。  
 
【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、17 百万円の収入（前年同期比 121 百万円の収入減）となり

ました。これは、新規出店や改装等により有形固定資産の取得 84 百万円、敷金及び保証金の差入 26
百万円の支出等はあったものの敷金及び保証金の回収による収入が 170 百万円あったこと等によるも

のであります。   
 
【財務活動によるキャッシュ・フロー】  

財務活動によるキャッシュ・フローは、254 百万円の支出（前年同期比 392 百万円の支出増加）と

なりました。これは、長期借入金 290 百万円、社債 195 百万円の収入があったものの、長期借入金の

返済 228 百万円、社債の償還 427 百万円、割賦債務の返済 122 百万円等により資金が減少したこと等

によるものであります。 
 
 
(3) 業績予想に関する定性的情報 

①業績予想の修正について 
年間 大商戦である 12 月の売上高が、既存店前年比でプラスを確保できたことで、通期の売上高計

画がほぼ達成の見込みとなりました。また、粗利益率についても 12 月の気温の急低下により、直輸入

品の動きが活発化し、ほぼ計画を達成できる見込みとなりました。一方、販管費につきましては業績

好転による人件費の増加はありましたが、不採算店の閉鎖等による店舗家賃の減少や、物流関連コス

トの削減もあり、大幅に改善される見込みとなりました。 
 
②配当予想の修正について 
利益配分につきましては、株主の皆様への安定的な配当の維持を経営課題の一つとして考え、積極

的な利益還元を図ると共に、今後の事業展開に必要な内部留保の充実と財務体質の強化を図ることを

基本方針としております。通期の業績予想の修正に伴い、今後の事業展開と当期の配当性向目標を勘

案し、期末配当予想を 5 円から 10 円へ修正いたします。 
 
 
 
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 

  ①簡便な会計処理 

  （たな卸資産の評価方法） 

   当第 3 四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実施棚卸を省略し、第 2 四半期会計期間末

の実施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。 

 

  ②四半期財務諸表作成に特有の会計処理の適用 

   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。 

 

 

株式会社パスポート　（7577）　平成23年2月期　第3四半期決算短信（非連結）

－3－



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30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 667,557 800,002

受取手形及び売掛金 800,455 630,482

商品 1,737,129 1,433,296

未着商品 27,079 2,349

その他 197,514 172,811

流動資産合計 3,429,737 3,038,941

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 660,579 709,718

工具、器具及び備品（純額） 351,166 219,699

その他 19,885 15,554

有形固定資産合計 1,031,630 944,971

無形固定資産 37,150 43,399

投資その他の資産   

破産更生債権等 25,633 －

敷金及び保証金 1,895,878 2,047,538

その他 155,869 157,614

貸倒引当金 △12,816 －

投資その他の資産合計 2,064,565 2,205,153

固定資産合計 3,133,345 3,193,525

資産合計 6,563,083 6,232,466

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,878,253 1,662,759

1年内償還予定の社債 344,000 410,000

短期借入金 550,000 460,000

1年内返済予定の長期借入金 366,354 274,964

リース債務 33,120 －

未払法人税等 137,426 130,072

賞与引当金 141,600 45,700

役員賞与引当金 － 6,200

その他 491,888 621,427

流動負債合計 3,942,643 3,611,123

固定負債   

社債 384,000 545,000

長期借入金 384,439 414,532

リース債務 122,700 －

退職給付引当金 188,562 173,951

その他 134,367 216,167

固定負債合計 1,214,069 1,349,650

負債合計 5,156,713 4,960,774
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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30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成22年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 369,266 369,266

資本剰余金 292,300 292,300

利益剰余金 803,361 667,925

自己株式 △60,538 △60,368

株主資本合計 1,404,389 1,269,122

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,980 2,569

評価・換算差額等合計 1,980 2,569

純資産合計 1,406,370 1,271,692

負債純資産合計 6,563,083 6,232,466
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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３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 10,182,978 10,075,756

売上原価 5,153,849 5,045,885

売上総利益 5,029,129 5,029,870

販売費及び一般管理費 4,722,630 4,645,263

営業利益 306,499 384,606

営業外収益   

受取利息 286 291

受取配当金 212 199

為替差益 10,222 2,863

破損商品等弁償金 1,969 2,923

雑収入 2,607 2,444

営業外収益合計 15,297 8,722

営業外費用   

支払利息 36,752 35,669

社債発行費 － 3,919

支払手数料 10,500 3,987

雑損失 871 3,032

営業外費用合計 48,123 46,608

経常利益 273,672 346,721

特別利益   

受取保険金 71,626 －

役員退職慰労引当金戻入額 129,641 －

特別利益合計 201,267 －

特別損失   

固定資産除却損 2,638 4,689

店舗閉鎖損失 47,865 13,318

減損損失 － 8,543

商品評価損 87,071 －

社葬費用 8,095 －

リース解約損 － 4,185

特別損失合計 145,671 30,736

税引前四半期純利益 329,269 315,984

法人税、住民税及び事業税 53,600 190,280

法人税等調整額 65,038 △40,044

法人税等合計 118,638 150,235

四半期純利益 210,630 165,748
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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９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 3,264,410 3,283,287

売上原価 1,617,369 1,589,055

売上総利益 1,647,041 1,694,232

販売費及び一般管理費 1,532,787 1,579,361

営業利益 114,254 114,870

営業外収益   

受取利息 5 8

受取配当金 3 3

為替差益 9,129 5,222

破損商品等弁償金 513 879

雑収入 1,252 320

営業外収益合計 10,903 6,434

営業外費用   

支払利息 13,351 11,334

社債発行費 － 1,909

支払手数料 － 1,987

雑損失 84 166

営業外費用合計 13,436 15,397

経常利益 111,721 105,908

特別損失   

固定資産除却損 84 2,564

店舗閉鎖損失 4,862 8,606

減損損失 － 1,016

特別損失合計 4,946 12,187

税引前四半期純利益 106,775 93,720

法人税、住民税及び事業税 38,800 77,250

法人税等調整額 11,748 △31,698

法人税等合計 50,548 45,551

四半期純利益 56,226 48,168
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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３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成22年３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   

税引前四半期純利益 329,269 315,984

減価償却費 214,850 188,927

減損損失 － 8,543

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 12,816

賞与引当金の増減額（△は減少） 31,500 95,900

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △6,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 15,027 14,611

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △127,922 －

受取利息及び受取配当金 △499 △490

支払利息 36,752 35,669

社債発行費 － 3,919

店舗閉鎖損失 47,865 13,318

固定資産除却損 2,638 4,689

受取保険金 △71,626 －

売上債権の増減額（△は増加） △225,538 △169,973

たな卸資産の増減額（△は増加） △279,552 △321,638

仕入債務の増減額（△は減少） 184,344 215,494

その他 △23,455 △91,280

小計 133,653 320,291

利息及び配当金の受取額 499 490

利息の支払額 △45,511 △38,492

法人税等の支払額 △36,160 △177,675

営業活動によるキャッシュ・フロー 52,481 104,614

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 △51,217 △84,921

営業譲受による支出 － △16,449

敷金及び保証金の差入による支出 △1,177 △26,824

敷金及び保証金の回収による収入 129,843 170,448

その他 61,483 △24,415

投資活動によるキャッシュ・フロー 138,933 17,837

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） 413,800 90,000

長期借入れによる収入 800,000 290,000

社債の発行による収入 － 195,885

長期借入金の返済による支出 △146,262 △228,703

社債の償還による支出 △755,000 △427,000

リース債務の返済による支出 － △22,448

割賦債務の返済による支出 △174,816 △122,379

自己株式の取得による支出 － △170

配当金の支払額 △100 △30,078

財務活動によるキャッシュ・フロー 137,620 △254,895

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 329,034 △132,444

現金及び現金同等物の期首残高 387,873 800,002

現金及び現金同等物の四半期末残高 716,907 667,557
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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 

株主資本の金額は、前事業年度末日と比較して著しい変動がありません。 
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