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1.  平成23年5月期第3四半期の連結業績（平成22年6月1日～平成23年2月28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3四半期 41,494 △1.5 2,503 32.1 2,563 33.6 880 43.9
22年5月期第3四半期 42,107 △8.0 1,894 △19.8 1,918 △21.7 611 △42.7

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3四半期 31.54 ―
22年5月期第3四半期 21.93 ―

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3四半期 35,016 23,987 68.5 859.77
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3四半期  23,987百万円 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  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5月期 ― ― ― 10.00 10.00
23年5月期 ― 10.00 ―
23年5月期 

（予想）
5.00 15.00

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 55,600 △4.7 3,400 △17.0 3,400 △18.3 1,100 △37.5 39.42



(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」をご覧下さい。 

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3Q  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3Q  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3Q  27,899,928株 22年5月期3Q  27,899,930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、足踏み状態の景気が続くなかで、企業収益や設備

投資に持ち直しの動きが見られるようになったものの、依然として失業率が高水準のまま推移する等、

先行きに対する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、年明け以降低温が続いたことにより春物

の立ち上がりに影響を受けたほか、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

然として厳しい状況が続きました。 

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。営業本部と商品本部の連携を強化させ、プライスラインのコントロールに努めたほか、商品

企画の拡充を図りました。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

ンドビルドに努めた結果、当第３四半期連結会計期間末における国内店舗数は844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３四半期連結会計期

間末における直営店舗数は189店舗となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、売上高は414億94百万円（前年同期比1.5％

減）、営業利益は25億03百万円（同32.1％増）、経常利益は25億63百万円（同33.6％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３億16百

万円等を計上したことにより、四半期純利益は８億80百万円（同43.9％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て７億95百万円減少して

350億16百万円となりました。これは、たな卸資産が増加した一方で、現金及び預金、売掛金が減少し

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１億53百万円減少して110億28百万円となりました。こ

れは、資産除去債務が増加した一方で、短期及び長期借入金、未払法人税等が減少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６億41百万円減少して239億87百万円となりました。

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、平成23年３月11日に発生した東日本大震災の影響を受けたこと、ま

た当面の間消費マインドの落ち込みが続くものと予想されることから平成23年1月７日に発表いたしま

した平成23年５月期通期業績予想を修正しております。 

なお、詳細につきましては、本日別途開示いたします「特別損失の計上および通期業績予想の修正な

らびに配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

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３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益は59,332千円、税金等調整前四半期

純利益は585,512千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804,871千円であります。 

  

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３四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

株式会社ハニーズ（2792）　平成23年５月期　第３四半期決算短信

― 3 ―



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23年２月28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 5,879,838 6,499,616

売掛金 2,453,272 3,193,405

たな卸資産 6,485,040 5,808,920

未収還付法人税等 182,135 11,617

その他 1,380,380 880,701

貸倒引当金 △1,201 △3,335

流動資産合計 16,379,467 16,390,926

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,694,209 7,124,770

その他（純額） 2,816,449 2,943,909

有形固定資産合計 9,510,658 10,068,680

無形固定資産

その他 83,159 98,981

無形固定資産合計 83,159 98,981

投資その他の資産

差入保証金 8,292,658 8,725,270

その他 795,565 570,972

貸倒引当金 △45,035 △43,158

投資その他の資産合計 9,043,188 9,253,083

固定資産合計 18,637,006 19,420,745

資産合計 35,016,474 35,811,671

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,607,689 1,722,907

短期借入金 636,737 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 174,200 1,015,845

ポイント引当金 24,117 7,392

物流経費等返還引当金 － 120,000

資産除去債務 17,034 －

その他 4,316,215 3,323,565

流動負債合計 7,586,795 8,124,990

固定負債

長期借入金 1,686,000 2,141,600

退職給付引当金 912,814 819,809

資産除去債務 763,698 －

その他 79,607 95,895

固定負債合計 3,442,119 3,057,305

負債合計 11,028,915 11,182,295
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(単位：千円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年２月28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 17,813,875 17,482,618

自己株式 △330 △330

株主資本合計 25,322,224 25,000,038

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,355 906

繰延ヘッジ損益 △1,197,244 △318,888

為替換算調整勘定 △138,777 △52,680

評価・換算差額等合計 △1,334,666 △370,662

純資産合計 23,987,558 24,629,376

負債純資産合計 35,016,474 35,811,671
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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６月１日
至 平成22年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成23年２月28日)

売上高 42,107,710 41,494,517

売上原価 17,917,503 17,439,594

売上総利益 24,190,206 24,054,923

販売費及び一般管理費 22,295,308 21,551,709

営業利益 1,894,897 2,503,213

営業外収益

受取利息 1,489 1,609

受取配当金 302 277

為替差益 18,860 －

受取地代家賃 46,691 34,084

受取補償金 10,726 28,311

デリバティブ評価益 3,607 27,238

雑収入 22,940 28,946

営業外収益合計 104,618 120,466

営業外費用

支払利息 56,814 34,416

貸倒引当金繰入額 13,120 13,959

為替差損 － 4,898

雑損失 11,418 7,330

営業外費用合計 81,354 60,604

経常利益 1,918,162 2,563,075

特別利益

貸倒引当金戻入額 5,012 2,133

固定資産売却益 1,118 1,309

前期損益修正益 11,722 －

特別利益合計 17,853 3,442

特別損失

固定資産除却損 157,843 166,774

減損損失 399,182 316,826

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 489,525

その他 61,615 107,272

特別損失合計 618,641 1,080,399

税金等調整前四半期純利益 1,317,374 1,486,118

法人税、住民税及び事業税 948,761 894,516

法人税等還付税額 － △90,978

過年度法人税等戻入額 △28,843 －

法人税等調整額 △214,416 △197,603

法人税等合計 705,501 605,933

少数株主損益調整前四半期純利益 － 880,184

四半期純利益 611,872 880,184
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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６月１日
至 平成22年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成23年２月28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 1,317,374 1,486,118

減価償却費 1,266,178 1,075,799

減損損失 399,182 316,826

デリバティブ評価損益（△は益） △3,607 △27,238

退職給付引当金の増減額（△は減少） 95,852 93,004

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,388 12,089

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,109 16,724

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 △1,791 △1,886

支払利息 56,814 34,416

固定資産売却損益（△は益） △1,118 △1,309

固定資産除却損 91,708 129,986

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 489,525

売上債権の増減額（△は増加） 1,170,147 684,677

たな卸資産の増減額（△は増加） △523,575 △720,977

仕入債務の増減額（△は減少） 299,037 △60,282

未払金の増減額（△は減少） 38,338 5,737

未払費用の増減額（△は減少） △383,534 △427,026

未払消費税等の増減額（△は減少） △68,440 △85,116

未収消費税等の増減額（△は増加） △54 3,631

その他 119,383 57,930

小計 3,878,182 2,962,633

利息及び配当金の受取額 1,791 1,886

利息の支払額 △40,077 △27,984

法人税等の支払額 △1,249,979 △1,802,252

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,589,916 1,134,282

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 △485,497 △575,715

有形固定資産の売却による収入 1,173 3,150

無形固定資産の取得による支出 △9,185 △3,270

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 △450 △450

差入保証金の差入による支出 △216,603 △234,096

差入保証金の回収による収入 448,495 631,485

保険積立金の積立による支出 △29 －

資産除去債務の履行による支出 － △52,655

その他 △384 5,203

投資活動によるキャッシュ・フロー △262,432 △226,348
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(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成21年６月１日
至 平成22年２月28日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成23年２月28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 1,054,760 629,349

短期借入金の返済による支出 △2,409,520 △1,038,520

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 △525,600 △525,600

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 △15,497 △15,785

自己株式の取得による支出 △2 －

配当金の支払額 △557,998 △557,998

財務活動によるキャッシュ・フロー △461,461 △1,508,555

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,396 △19,155

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,854,626 △619,777

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 5,633,989 5,879,838
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  該当事項はありません。 

  

  該当事項はありません。 

  

  東日本大震災について 

平成23年３月11日に発生しました東日本大震災により、本社・物流センターの一部、及び東北地

方太平洋沿岸部の店舗等が被災しております。なお、被害状況については現在調査中であり、現時

点で、商品、有形固定資産等の被害金額、原状回復費用等を合理的に見積もることは困難でありま

す。 

また、平成23年４月12日現在、29店舗において営業を休止しており当社の営業活動に影響を及ぼ

す可能性がありますが、現時点で影響額を合理的に見積もることは困難であります。 

  

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

(6) 重要な後発事象

4.  補足情報

(1) 販売の状況

品目

当第３四半期連結会計期間
(自  平成22年12月１日
 至  平成23年２月28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 6,217,723 99.5 47.1

ボトムス 2,432,923 95.6 18.4

外衣 3,047,835 98.2 23.1

雑貨・その他（注）２ 1,498,923 98.9 11.4

合計 13,197,406 98.4 100.0

（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３四半期連結累計期間
(自  平成22年６月１日
 至  平成23年２月28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 20,581,159 98.2 49.6

ボトムス 8,730,797 102.6 21.0

外衣 7,596,041 97.2 18.3

雑貨・その他（注）２ 4,586,518 95.1 11.1

合計 41,494,517 98.5 100.0

（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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