
  

平成24年 2月期 第 2四半期決算短信〔日本基準〕（非連結） 
平成23年10月11日

上 場 会 社 名 株式会社パスポート 上場取引所 JASDAQ 

コ ー ド 番 号 7577 ＵＲＬ http://www.passport.co.jp 

代 表 者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 水野 純 

問合せ先責任者 (役職名) 取締役総合企画部長 (氏名) 久保田 勝美 (TEL)03(3494)4497

四半期報告書提出予定日 平成23年10月12日 配当支払開始予定日 ― 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無 
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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年2月期第2四半期の業績（平成23年3月1日～平成23年8月31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 2月期第2四半期 6,919    1.9 356    32.2 324    34.6 88 △25.1
23年 2月期第2四半期 6,792   △1.8 269    40.3 240     48.7 117  △23.8

 

 
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 2月期第2四半期 17.43 ―
23年 2月期第2四半期 23.28 ―

 
（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 2月期第2四半期 6,253 1,554 24.8 307.66
23年 2月期 6,156  1,517  24.6 300.44

(参考)自己資本 24年2月期第2四半期         1,554百万円 23年2月期            1,517百万円 

 
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 2月期  0.00 10.00 10.00   
24年 2月期  0.00   

24年 2月期(予想)   8.00 8.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成24年2月期の業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29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 13,900  0.0 600 △3.5 550 △4.3 200 △27.5 39.60

(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】3ページ「2.その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）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2月期2Ｑ 5,270,000株 23年2月期 5,270,000株

②  期末自己株式数 24年2月期2Ｑ 218,933株 23年2月期 218,933株

③  期中平均株式数(四半期累計) 24年2月期2Ｑ 5,051,067株 23年2月期2Ｑ 5,051,598株

 
（注意事項） 

・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
ています。 

 

・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」をご覧ください。 
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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 2 四半期累計期間におけるわが国経済は、3 月に発生した東日本大震災と、その後の福島原発

事故により、電力不足や放射能汚染の不安から経済活動に大きな影響を受けましたが、特に被災地域

では生活必需品を中心に消費は力強い足取りで回復しつつあります。しかし、今後の展望につきまし

ては、欧米の景気悪化と財政不安の再燃から円高・株安が進行し、企業収益の悪化で個人消費は更な

る節約を強いられる懸念があります。 
こうした状況のなかで、当社は中期経営計画『P’ECE』をスタートさせ、「カワイイ」商品・

「楽しい」品揃え・「気持ちいい」お買い物を、もっと多くのお客様にご提供することに全社を挙げ

て邁進しております。当期は、その初年度として、積極的な店舗展開に向けて出店を再開し、店舗開

発本部を設置してローコスト出店の実験、収益性の分析、そして 2 か月に 1 度出店判定会議を開催し

て、出退店の迅速な判断と新店の成功パターンを積上げております。 
その方針により、当第 2 四半期累計期間の店舗展開は、直営店が「Passport」ブランドで 11 店舗出

店し、閉鎖が 7 店舗で計 151 店舗になりました。フランチャイズ店は「Passport」ブランドで 1 店舗

閉鎖し計 23 店舗となり、当第 2 四半期累計期間末の店舗数は合計 174 店舗となりました。また、直

営店 3 店舗で改装を実施しております。 
販売面では、節電に対応した猛暑対策商品が活況で、ステンレスボトルやクールタオル、保冷バッ

グなどが売上を牽引し、前期からの重点販売と自動発注の仕組みで品切れや発注モレといった機会損

失の減少もあり、直営店売上高は既存店前年比を回復しました。また、直輸入商品の販売拡大もあり、

粗利益率も大きく改善しました。 
これらの結果、当第 2 四半期累計期間の売上高は、6,919 百万円（前年同期比 1.9％増）、利益

面では粗利益率の改善が一段と進んだ結果、営業利益は 356 百万円（前年同期比 32.2％増）、経

常利益 324 百万円（前年同期比 34.6％増）となりました。また当期は、資産除去債務会計基準適

用に伴う特別損失を 133 百万円計上したため、四半期純利益は 88 百万円（前年同期比 25.1％
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 2 四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて 96 百万円増加し、6,253 百万円となり

ました。  
流動資産は、前事業年度末に比べて 103 百万円増加し、3,258 百万円となりました。これは、主に

商品が 48 百万円減少したものの、受取手形及び売掛金が 153 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 6 百万円減少し、2,995 百万円となりました。これは、主に 

資産除去債務会計基準等の適用に伴う影響額を繰延税金資産の一時差異としたこと等のため、繰延税

金資産が含まれる投資その他の資産の「その他」が 43 百万円増加したこと等によるものの、有形固定

資産が 32 百万円、敷金及び保証金が 24 百万円減少したこと等によるものであります。  
  

【負債】  
当第 2 四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べて 60 百万円増加し、4,699 百万円と 

なりました。  
流動負債は、前事業年度末と比べて 239 百万円減少し、3,319 百万円となりました。これは、主に 

短期借入金が 240 百万円減少したこと等によるものであります。  
固定負債は、前事業年度末と比べて 300 百万円増加し、1,380 百万円となりました。これは、長期

借入金が 19 百万円、リース債務が 16 百万円それぞれ減少したものの、社債が 208 百万円、資産除去

債務が 158 百万円増加したこと等によるものであります。 
 

【純資産】  
当第 2 四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べて 36 百万円増加し、1,554 百万円となり

ました。これは、配当が 50 百万円あったものの、四半期純利益を 88 百万円計上したことにより、利

益剰余金が 37 百万円増加したこと等によるものであります。  
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②キャッシュ・フローの状況  
当第 2 四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ 22 百万円増加

し、870 百万円となりました。 
 

【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、297 百万円の収入（前年同期比 99 百万円の収入減）となり

ました。これは税引前四半期純利益 168 百万円及び資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 133 百

万円の計上や仕入債務の増加 108 百万円による収入等と、売上債権の増加 153 百万円の支出等による

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、45 百万円の支出（前年同期比 21 百万円の支出増）となり

ました。これは敷金及び保証金の回収による収入が 105 百万円あったものの、有形固定資産の取得に

72 百万円、敷金及び保証金の差入に 48 百万円の支出が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 229 百万円の支出（前年同期比 128 百万円の支出減）となり

ました。これは長期借入金により 100 百万円、社債の発行により 439 百万円の収入等はあったものの、

短期借入金の減少が 240 百万円し、長期借入金の返済により 211 百万円、社債の償還により 192 百万

円の支出等があっ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 

当事業年度の業績予想につきましては、かねてより進めてきました「カワイイ」商品づくりと、

「楽しい」品揃えの推進及び利益重視の経営の継続等により、売上及び粗利益率が予想を上回る水準

で推移していることを踏まえ業績予想を修正しております。詳細は、別途 9 月 26 日に開示いたしまし

た、「平成 24 年 2 月期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 
 
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 

   該当事項はありません。 

   

  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 

（会計処理基準に関する事実の変更） 

「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 11,446 千円減少し、税引前四半期純

利益は 130,866 千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 160,972 千円であります。 
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成23年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 870,467 848,134

受取手形及び売掛金 739,443 585,832

商品 1,443,186 1,492,003

未着商品 11,701 －

その他 193,985 229,566

流動資産合計 3,258,784 3,155,537

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 608,266 619,024

工具、器具及び備品（純額） 308,192 329,723

その他 17,623 18,011

有形固定資産合計 934,081 966,758

無形固定資産 51,572 38,258

投資その他の資産   

破産更生債権等 8,861 22,559

敷金及び保証金 1,805,576 1,830,274

その他 203,826 159,837

貸倒引当金 △8,861 △16,328

投資その他の資産合計 2,009,403 1,996,342

固定資産合計 2,995,057 3,001,360

資産合計 6,253,841 6,156,897

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,855,571 1,746,670

1年内償還予定の社債 394,000 344,000

短期借入金 95,100 335,100

1年内返済予定の長期借入金 277,630 370,304

リース債務 33,482 33,240

未払法人税等 136,997 209,248

賞与引当金 65,240 66,100

その他 461,471 454,710

流動負債合計 3,319,493 3,559,373

固定負債   

社債 592,000 384,000

長期借入金 259,900 279,138

リース債務 97,543 114,345

退職給付引当金 206,589 194,030

資産除去債務 158,593 －

その他 65,694 108,476

固定負債合計 1,380,321 1,079,990

負債合計 4,699,814 4,639,363
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(平成23年８月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23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 951,285 913,754

自己株式 △60,538 △60,538

株主資本合計 1,552,313 1,514,782

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,713 2,751

評価・換算差額等合計 1,713 2,751

純資産合計 1,554,026 1,517,533

負債純資産合計 6,253,841 6,156,897

株式会社パスポート（7577）　平成24年2月期　第2四半期決算短信（非連結）

－5－



(2) 四半期損益計算書 
【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 6,792,468 6,919,128

売上原価 3,456,830 3,412,687

売上総利益 3,335,637 3,506,441

販売費及び一般管理費 3,065,901 3,149,976

営業利益 269,736 356,464

営業外収益   

受取利息 282 191

受取配当金 196 182

為替差益 － 841

破損商品等弁償金 2,043 663

雑収入 2,124 983

営業外収益合計 4,647 2,862

営業外費用   

支払利息 24,335 18,974

社債発行費 2,009 9,888

支払手数料 2,000 4,740

為替差損 2,359 －

雑損失 2,865 1,535

営業外費用合計 33,569 35,138

経常利益 240,813 324,188

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 7,881

特別利益合計 － 7,881

特別損失   

固定資産除却損 2,125 16,313

店舗閉鎖損失 4,712 10,690

減損損失 7,526 2,464

リース解約損 4,185 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 133,606

特別損失合計 18,549 163,075

税引前四半期純利益 222,264 168,994

法人税、住民税及び事業税 113,030 124,500

法人税等調整額 △8,346 △43,546

法人税等合計 104,683 80,953

四半期純利益 117,580 88,041
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【第２四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第２四半期会計期間 
(自 平成22年６月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成23年６月１日 
 至 平成23年８月31日) 

売上高 3,297,226 3,464,125

売上原価 1,729,342 1,742,166

売上総利益 1,567,884 1,721,959

販売費及び一般管理費 1,518,345 1,558,247

営業利益 49,538 163,711

営業外収益   

受取利息 55 19

受取配当金 193 99

為替差益 2,032 1,280

破損商品等弁償金 458 209

雑収入 701 369

営業外収益合計 3,440 1,977

営業外費用   

支払利息 11,506 9,459

社債発行費 － 4,469

支払手数料 － 352

雑損失 1,827 582

営業外費用合計 13,333 14,864

経常利益 39,646 150,825

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 7,881

特別利益合計 － 7,881

特別損失   

固定資産除却損 2,111 9,297

店舗閉鎖損失 3,912 6,190

減損損失 7,526 2,464

リース解約損 4,185 －

特別損失合計 17,735 17,952

税引前四半期純利益 21,910 140,754

法人税、住民税及び事業税 △6,599 48,500

法人税等調整額 23,012 16,116

法人税等合計 16,412 64,616

四半期純利益 5,497 76,138
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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２四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年８月31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 222,264 168,994

減価償却費 120,858 126,070

減損損失 7,526 2,464

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,816 △7,467

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,600 △860

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） 11,375 12,559

受取利息及び受取配当金 △479 △373

支払利息 24,335 18,974

社債発行費 2,009 9,888

店舗閉鎖損失 4,712 10,690

固定資産除却損 2,125 16,313

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 133,606

売上債権の増減額（△は増加） △72,678 △153,610

たな卸資産の増減額（△は増加） 51,975 37,115

仕入債務の増減額（△は減少） 252,218 108,901

その他 △123,718 17,729

小計 528,740 500,995

利息及び配当金の受取額 479 373

利息の支払額 △24,308 △18,237

法人税等の支払額 △108,120 △185,700

営業活動によるキャッシュ・フロー 396,790 297,431

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 △38,091 △72,384

敷金及び保証金の差入による支出 △19,014 △48,210

敷金及び保証金の回収による収入 47,487 105,991

その他 △14,663 △31,148

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,280 △45,751

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） △133,200 △240,000

長期借入れによる収入 200,000 100,000

社債の発行による収入 97,890 439,617

長期借入金の返済による支出 △148,382 △211,912

社債の償還による支出 △245,000 △192,000

リース債務の返済による支出 △14,243 △16,559

割賦債務の返済による支出 △84,702 △58,537

自己株式の取得による支出 △170 －

配当金の支払額 △29,887 △49,954

財務活動によるキャッシュ・フロー △357,695 △229,346

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） 14,814 22,332

現金及び現金同等物の期首残高 800,002 848,134

現金及び現金同等物の四半期末残高 814,816 870,467
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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 

該当事項はありません。 
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