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1.  平成24年5月期第1四半期の連結業績（平成23年6月1日～平成23年8月31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 ％

24年5月期第1四半期 13,520 △4.9 515 △32.2 581 △23.8 206 ―
23年5月期第1四半期 14,212 2.8 760 ― 763 ― △35 △84.0

（注）包括利益 24年5月期第1四半期 △96百万円 （―％） 23年5月期第1四半期 △908百万円 （―％）

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5月期第1四半期 7.40 ―
23年5月期第1四半期 △1.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年5月期第1四半期 35,918 24,315 67.7
23年5月期 35,200 24,551 69.7
（参考） 自己資本   24年5月期第1四半期  24,315百万円 23年5月期  24,551百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年5月期 ― 10.00 ― 5.00 15.00
24年5月期 ―
24年5月期（予想） 10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成24年5月期の連結業績予想（平成23年6月1日～平成24年5月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  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

第2四半期(累計) 28,500 0.7 1,500 △34.3 1,500 △35.0 700 △18.4 25.09
通期 58,500 5.2 4,000 11.9 4,000 8.9 2,000 51.8 71.68



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  ：  無  

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  無
② ①以外の会計方針の変更   ：  無
③ 会計上の見積りの変更   ：  無
④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年5月期1Q 27,900,000 株 23年5月期 27,900,000 株
② 期末自己株式数 24年5月期1Q 72 株 23年5月期 72 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年5月期1Q 27,899,928 株 23年5月期1Q 27,899,928 株



  

  １．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………… 2 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 …………………………………………………… 2 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 …………………………………………………… 2 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 …………………………………………………… 2 

  ２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………… 3 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ……………………………… 3 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ……………………………… 3 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 …………………………… 3 

  ３．四半期連結財務諸表等 …………………………………………………………………… 4 

（１）四半期連結貸借対照表 ………………………………………………………………… 4 

（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 …………………………… 6 

    四半期連結損益計算書 ………………………………………………………………… 6 

    四半期連結包括利益計算書 …………………………………………………………… 7 

（３）継続企業の前提に関する注記 ………………………………………………………… 8 

（４）セグメント情報等 ……………………………………………………………………… 8 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ………………………………… 9 

○添付資料の目次

― 1 ―

株式会社ハニーズ（2792）　平成24年５月期　第１四半期決算短信



当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、東日本大震災以降低下していた産業活動に持ち直

しの動きが見られる一方で、顕在化した電力供給に対する懸念や急激な円高等の影響によって引き続き

厳しい状況で推移しました。 

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、一部に復調の兆しがあらわれたものの天

候不順の影響を受けるなど、景況感に明るさの見えな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として商品コン

セプトを「ONスタイル」と「OFFスタイル」の２つの区分で見直し、新たに20～30代向け通勤カジュア

ルの強化をすすめました。また、価値ある商品をより一層お求めやすい価格で提供するため、戦略的な

価格設定商品の投入を実施いたしました。その他、ファッション雑誌とのコラボレーション企画等にも

取り組み、自社ブランド商品の認知度向上に努めました。 

店舗展開に関しましては、都市部を中心に計４店舗の新規出店を行う一方で、東日本大震災の影響に

よる３店舗を含めた計９店舗の退店を行った結果、当第１四半期連結会計期間末における国内店舗数は

846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、計35店舗の新規出店を実

施したほか、計２店舗の退店を実施した結果、当第１四半期連結会計期間末における直営店舗数は241

店舗となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間におきましては、売上高は135億20百万円（前年同期比4.9％

減）、営業利益は５億15百万円（同32.2％減）、経常利益は５億81百万円（同23.8％減）、四半期純利

益は２億06百万円（前年同期は35百万円の四半期純損失）となりました。 

セグメント別の業績は、以下のとおりであります。 

<日本> 

日本における売上高は122億05百万円（前年同期比8.2％減）、営業利益は２億95百万円（同50.6％

減）となりました。経費削減に努めたものの、売上高が前年を割り込んだことから、減収減益となりま

した。 

<中国> 

中国における売上高は13億15百万円（前年同期比43.0％増）、営業利益は２億円（同31.4％増）とな

りました。新規出店効果に加え、既存店も好調に推移したことから、大幅な増収増益となりました。 

(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１四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７億18百万円増加して

359億18百万円となりました。これは、現金及び預金が大幅に増加した一方で、たな卸資産が減少した

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９億54百万円増加して116億03百万円となりました。こ

れは、支払手形及び買掛金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２億36百万円減少して243億15百万円となりました。

これは、繰延ヘッジ損失が拡大したこと等によるものです。 

  

当連結会計年度の連結業績予想につきましては、平成23年７月５日公表の数値から変更はありませ

ん。 

１．当四半期決算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。 

  

該当事項はありません。 

２．サマリー情報(その他)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表等

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,435,395 7,872,625

売掛金 3,036,405 2,794,518

たな卸資産 5,839,849 5,043,965

未収還付法人税等 3,220 3,166

その他 1,274,711 1,674,044

貸倒引当金 △1,701 △1,986

流動資産合計 16,587,880 17,386,334

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,703,936 6,535,056

その他 2,724,713 2,764,838

有形固定資産合計 9,428,650 9,299,895

無形固定資産

その他 79,297 106,997

無形固定資産合計 79,297 106,997

投資その他の資産

差入保証金 8,139,395 8,126,983

その他 1,009,052 1,042,065

貸倒引当金 △43,963 △43,712

投資その他の資産合計 9,104,485 9,125,336

固定資産合計 18,612,433 18,532,229

資産合計 35,200,314 35,918,563

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,081,979 1,745,784

短期借入金 638,040 600,000

1年内返済予定の長期借入金 740,800 740,800

未払法人税等 439,665 426,954

ポイント引当金 10,807 10,874

災害損失引当金 63,677 36,458

資産除去債務 9,439 10,879

その他 4,470,572 4,904,898

流動負債合計 7,454,983 8,476,650

固定負債

長期借入金 1,400,800 1,315,600

退職給付引当金 944,771 970,097

資産除去債務 774,269 772,273

その他 74,325 68,938

固定負債合計 3,194,166 3,126,909

負債合計 10,649,149 11,603,560
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成23年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成23年８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 3,941,880

利益剰余金 18,251,344 18,318,516

自己株式 △330 △330

株主資本合計 25,759,694 25,826,866

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 558 809

繰延ヘッジ損益 △1,107,375 △1,387,705

為替換算調整勘定 △101,712 △124,967

その他の包括利益累計額合計 △1,208,529 △1,511,863

純資産合計 24,551,165 24,315,002

負債純資産合計 35,200,314 35,918,563
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
 至 平成23年８月31日)

売上高 14,212,435 13,520,830

売上原価 6,268,341 6,005,723

売上総利益 7,944,093 7,515,107

販売費及び一般管理費 7,183,979 6,999,744

営業利益 760,114 515,362

営業外収益

受取利息 821 891

受取配当金 147 367

為替差益 14,115 10,686

受取地代家賃 12,127 10,964

受取補償金 2,463 16,000

デリバティブ評価益 － 11,847

貸倒引当金戻入額 － 389

雑収入 5,773 26,097

営業外収益合計 35,449 77,243

営業外費用

支払利息 12,590 8,355

貸倒引当金繰入額 8,722 －

デリバティブ評価損 8,510 －

雑損失 2,388 2,586

営業外費用合計 32,212 10,942

経常利益 763,351 581,663

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,950 －

固定資産売却益 － 361

特別利益合計 1,950 361

特別損失

固定資産除却損 28,346 33,871

減損損失 141,372 115,401

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 489,581 －

その他 62,859 11,949

特別損失合計 722,160 161,222

税金等調整前四半期純利益 43,141 420,802

法人税、住民税及び事業税 302,550 326,597

法人税等調整額 △224,300 △112,466

法人税等合計 78,249 214,130

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△35,108 206,671

四半期純利益又は四半期純損失（△） △35,108 206,671
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
 至 平成23年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△35,108 206,671

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △907 250

繰延ヘッジ損益 △838,455 △280,330

為替換算調整勘定 △33,834 △23,255

その他の包括利益合計 △873,197 △303,334

四半期包括利益 △908,305 △96,662

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △908,305 △96,662

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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当第１四半期連結累計期間（自  平成23年６月１日  至  平成23年８月31日） 

  該当事項はありません。 

  

  【セグメント情報】 

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間（自  平成22年６月１日  至  平成22年８月31日） 

  

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
  

２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

 
  

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  （固定資産に係る重要な減損損失） 

「日本」セグメントにおいて、割引前将来キャッシュ・フロー総額が帳簿価額に満たない店舗について

は、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。な

お、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間において141,372千円であります。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

(単位：千円)

報告セグメント
合計

日本 中国

売上高

  外部顧客への売上高 13,292,445 919,990 14,212,435

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ―

計 13,292,445 919,990 14,212,435

セグメント利益 597,592 152,337 749,930

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 749,930

セグメント間取引消去 10,183

四半期連結損益計算書の営業利益 760,114
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Ⅱ  当第１四半期連結累計期間（自  平成23年６月１日  至  平成23年８月31日） 

  

１  報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

 
  

２  報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の

主な内容(差異調整に関する事項) 

 
  

３  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  （固定資産に係る重要な減損損失） 

「日本」セグメントにおいて、割引前将来キャッシュ・フロー総額が帳簿価額に満たない店舗について

は、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。な

お、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間において115,401千円であります。 

  

当第１四半期連結累計期間（自  平成23年６月１日  至  平成23年８月31日） 

  該当事項はありません。 

  

(単位：千円)

報告セグメント
合計

日本 中国

売上高

  外部顧客への売上高 12,205,296 1,315,534 13,520,830

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ―

計 12,205,296 1,315,534 13,520,830

セグメント利益 295,202 200,159 495,361

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 495,361

セグメント間取引消去 20,000

四半期連結損益計算書の営業利益 515,362

（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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