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  （百万円未満切捨て）

１．平成24年１月期第２四半期の業績（平成23年１月21日～平成23年７月20日） 

（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 ％

24年１月期第２四半期 43,541 9.2 930 52.3 910 57.5 62 △68.9

23年１月期第２四半期 39,863 7.7 610 △35.0 578 △38.2 200 △61.4

  

  
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

24年１月期第２四半期 5 99 － －

23年１月期第２四半期 19 26 － －

  

（２）財政状態 

  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

24年１月期第２四半期 43,500 13,651 31.4 1,310 62

23年１月期 41,452 13,658 33.0 1,311 38
  
（参考）自己資本 24年１月期第２四半期 13,651百万円  23年１月期 13,658百万円
  

２．配当の状況 

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 

23年１月期 － － 5 00 － － 5 00 10 00 

24年１月期 － － 5 00

24年１月期（予想） － － 5 00 10 00 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 
  

３．平成24年１月期の業績予想（平成23年１月21日～平成24年１月20日） 

    （％表示は、対前期増減率）

  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 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 90,000 9.3 2,400 26.7 2,300 26.3 800 33.7 76 81

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
  



４．その他（詳細は、［添付資料］Ｐ．３「２.その他の情報」をご覧下さい。） 

（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 

①  会計基準等の改正に伴う変更：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（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） 

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年１月期２Ｑ 10,417,350株 23年１月期 10,417,350株

②  期末自己株式数 24年１月期２Ｑ 1,611株 23年１月期 1,611株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年１月期２Ｑ 10,415,739株 23年１月期２Ｑ 10,416,158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ますが、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しております。 

  

※  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の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、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［添付資料］Ｐ．２「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」をご覧下さい。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間（平成23年１月21日～平成23年７月20日）におけるわが国の経済は、緩やかな景気の回復が

見られる一方で、原油価格の上昇や円高の長期化、また、平成23年３月11日に発生した東日本大震災による影響が懸

念され、景気の先行きは予断を許さない状況で推移しております。  

当業界におきましても、個人所得の伸び悩みや雇用不安による個人消費の停滞、加えて東日本大震災の影響からく

る生活防衛意識の高まり、消費者心理の冷え込みにより当社を取り巻く経営環境は厳しい状況で推移しました。 

このような中、当社は、消費者の多様な価値観に応えられる商品の提案、積極的な店舗展開、ストアブランドの整

理統合などを進めてきました。平成23年３月には、イオンリテール株式会社と経営統合いたしました株式会社マイカ

ル直営靴売場の販売業務を受託し、「グリーンボックス」として出店を進めております。結果、当第２四半期累計期

間は、出店109店舗、退店17店舗を実施し、四半期末店舗数は683店舗となりました。 

当第２四半期累計期間の売上高につきましては、東日本大震災の影響はありましたが、店舗数の増加により435億

41百万円（前年同期比9.2％増）となりました。  

当第２四半期累計期間の利益につきましては、販売費及び一般管理費が前年同期比9.8％増となりましたが、売上

総利益率が41.1％（前年同期40.3％）と上昇し、営業利益９億30百万円（前年同期比52.3％増）、経常利益９億10百

万円（前年同期比57.5％増）となりました。また、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額など特別損失を６億76

百万円計上したため、四半期純利益は62百万円（前年同期比68.9％減）となりました。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期会計期間末の財政状態は、総資産435億円、純資産136億51百万円、自己資本比率31.4％、１株当たり

純資産1,310円62銭となりました。なお、総資産は前事業年度末と比較しますと20億47百万円増加しておりますが、

これは店舗数増加による商品及び売上預け金の増加が主たる要因であります。  

  

当第２四半期累計期間末におけるキャッシュ・フローは、現金及び現金同等物（以下「資金」という。）が前事業

年度末比15億42百万円減少し、24億５百万円となりました。   

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第２四半期累計期間において営業活動の結果使用した資金は13億88百万円（前年同期比５億47百万円増）とな

りました。  

 これは主に、仕入債務が純増加したものの、たな卸資産の増加額が前年同期に比べ増加したことによるものであ

ります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

 当第２四半期累計期間において投資活動の結果使用した資金は５億88百万円（前年同期比82百万円減）となりま

した。  

 これは主に、敷金及び保証金の差入による支出が前年同期に比べ増加したものの、有形及び無形固定資産の取得

による支出が前年同期に比べ減少したこと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）  

 当第２四半期累計期間において財務活動の結果得られた資金は４億34百万円（前年同期は１億26百万円の支出）

となりました。  

これは主に、長期借入れによる収入が前年同期に比べ減少したものの、短期借入金が純増加したことによるもの

であります。  

  

（３）業績予想に関する定性的情報 

平成24年１月期通期の業績予想につきましては、平成23年５月25日の第１四半期決算短信発表時に公表いたしまし

た業績予想を変更しておりません。 なお、第２四半期累計期間につきましては、本日（平成23年８月26日）公表の

「業績予想との差異に関するお知らせ」をご覧下さい。  

  

１．当四半期の業績等に関する定性的情報
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（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 

（1）税金費用の計算 

税金費用については、原則として年度決算と同様な方法により計算しておりますが、加味する加減算項目や

税額控除項目を重要なものに限定し算出しております。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示して

おります。 

２．四半期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。  

  

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（資産除去債務に関する会計基準等の適用） 

第１四半期会計期間より、「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２四半期累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ28百万円減少し、税引前四半期純利益は３

億81百万円減少しております。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６億34百万円でありま

す。  

２．その他の情報
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３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年７月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年１月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,406 3,948

受取手形及び売掛金 383 447

売上預け金 3,315 2,719

商品 19,604 17,170

その他 1,947 1,944

流動資産合計 27,656 26,230

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,692 3,277

土地 1,272 1,272

その他（純額） 1,305 1,258

有形固定資産合計 6,270 5,807

無形固定資産 475 497

投資その他の資産   

敷金及び保証金 6,983 6,869

その他 2,118 2,051

貸倒引当金 △4 △3

投資その他の資産合計 9,097 8,917

固定資産合計 15,843 15,222

資産合計 43,500 41,452

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,389 17,360

短期借入金 1,500 1,400

1年内返済予定の長期借入金 1,546 1,510

未払法人税等 362 473

店舗閉鎖損失引当金 56 35

ポイント引当金 205 210

賞与引当金 95 102

役員業績報酬引当金 12 43

その他 2,666 2,590

流動負債合計 24,833 23,725

固定負債   

長期借入金 4,221 3,870

退職給付引当金 23 19

役員退職慰労引当金 95 134

執行役員退職慰労引当金 5 4

資産除去債務 628 －
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（単位：百万円）

当第２四半期会計期間末 
(平成23年７月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年１月20日) 

その他 41 39

固定負債合計 5,015 4,067

負債合計 29,849 27,793

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,326 3,326

資本剰余金 3,157 3,157

利益剰余金 6,850 6,839

自己株式 △1 △1

株主資本合計 13,332 13,321

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 318 337

評価・換算差額等合計 318 337

純資産合計 13,651 13,658

負債純資産合計 43,500 41,452
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年１月21日 
 至 平成22年７月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年１月21日 
 至 平成23年７月20日) 

売上高 39,863 43,541

売上原価 23,794 25,632

売上総利益 16,068 17,909

販売費及び一般管理費 15,457 16,978

営業利益 610 930

営業外収益   

受取利息 3 2

受取配当金 21 21

その他 3 5

営業外収益合計 28 29

営業外費用   

支払利息 51 44

デリバティブ損失 6 4

その他 3 1

営業外費用合計 61 49

経常利益 578 910

特別損失   

固定資産除却損 41 41

減損損失 － 21

災害による損失 － 204

投資有価証券評価損 2 2

店舗閉鎖損失引当金繰入額 24 35

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 353

その他 － 18

特別損失合計 69 676

税引前四半期純利益 508 234

法人税等 308 171

四半期純利益 200 62
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（第２四半期会計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成22年４月21日 
 至 平成22年７月20日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成23年４月21日 
 至 平成23年７月20日) 

売上高 20,977 23,945

売上原価 12,484 14,050

売上総利益 8,493 9,895

販売費及び一般管理費 7,908 8,948

営業利益 585 946

営業外収益   

受取利息 1 1

受取配当金 21 21

その他 1 3

営業外収益合計 24 27

営業外費用   

支払利息 25 22

デリバティブ損失 6 2

その他 1 0

営業外費用合計 33 25

経常利益 575 948

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 － 0

特別利益合計 － 0

特別損失   

固定資産除却損 34 13

減損損失 － 3

災害による損失 － 20

店舗閉鎖損失引当金繰入額 10 17

その他 0 0

特別損失合計 45 55

税引前四半期純利益 530 893

法人税等 251 402

四半期純利益 279 491
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年１月21日 
 至 平成22年７月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年１月21日 
 至 平成23年７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 508 234

減価償却費 497 474

売上債権の増減額（△は増加） △300 △532

たな卸資産の増減額（△は増加） △405 △2,439

仕入債務の増減額（△は減少） △584 1,076

その他 △206 225

小計 △491 △960

利息及び配当金の受取額 25 24

利息の支払額 △54 △45

法人税等の支払額 △320 △407

営業活動によるキャッシュ・フロー △841 △1,388

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 △1 △1

定期預金の払戻による収入 1 1

有形及び無形固定資産の取得による支出 △574 △462

敷金及び保証金の差入による支出 △160 △251

その他 63 125

投資活動によるキャッシュ・フロー △670 △588

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） △1,200 100

長期借入れによる収入 2,100 1,200

長期借入金の返済による支出 △874 △813

社債の償還による支出 △100 －

自己株式の取得による支出 △0 －

配当金の支払額 △52 △52

財務活動によるキャッシュ・フロー △126 434

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,638 △1,542

現金及び現金同等物の期首残高 5,275 3,947

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,637 2,405
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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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