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1. 平成24年２月期第２四半期の連結業績（平成23年３月１日～平成23年８月31日）

 (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２月期第２四半期 32,992 △0.6 △2,367 ― △2,156 ― △2,764 ―

23年２月期第２四半期 33,200 △48.7 △1,646 ― △1,656 ― △1,717 ―

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 △34.21 ―
23年２月期第２四半期 △30.13 ―

 (2) 連結財政状態

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 36,244 20,370 56.0 251.09
23年２月期 39,735 23,149 57.9 284.97

(参考) 自己資本 24年２月期第２四半期 20,286百万円  23年２月期 23,025百万円

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 0.00

24年２月期 ― ―

24年２月期(予想) ― 0.00 0.00

3. 平成24年２月期の連結業績予想（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 76,000 3.7 200 25.3 300 162.6 0 ― 0.00



  

 
(注) 当四半期会計期間における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。 

 
(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。 

 
(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） 

 
  

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連結財務諸表のレビュー手続は終了しており

ません。 

  

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「１．当四半期の連結業績等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」をご覧ください。 

  

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) 当四半期中における重要な子会社の異動 ： 無

  新規  ―社 (            )、除外  ―社 (            )

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 無

(3) 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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 24年２月期２Ｑ 80,947,834株 23年２月期 80,947,834株

② 期末自己株式数 24年２月期２Ｑ 152,096株 23年２月期 150,396株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年２月期２Ｑ 80,796,609株 23年２月期２Ｑ 56,993,911株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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 当第２四半期連結累計期間（2011年３月１日から2011年８月31日まで）におけるわが国経済は、東日

本大震災の影響により急激に個人消費が落ち込むとともに、雇用情勢の悪化、電力供給の不足、株価の

低迷、円高などにより、景気は先行き不透明な状況で推移いたしました。 

 当アパレル業界におきましても、４月中旬以降は緩やかに回復したものの、震災後の消費マインドの

落ち込みから個人消費が低迷し、厳しい商況が続きました。 

 当社グループでは、基幹ブランドを中心に宣伝販促並びに売場改装等の投資を積極的に行い、当期を

スタートいたしました。３月に売上高が大きく減少したものの、夏物商戦において、百貨店やＧＭＳ向

けメンズ衣料が、スーパークールビズ関連をはじめとするカジュアル商品を中心に好調に推移いたしま

した。このようなことから、前年同四半期に対して売上高は下回り、営業損失、経常損失並びに四半期

純損失は増加いたしましたが、2011年５月19日発表の予想数値に対しては、売上高は若干下回ったもの

の、営業損失、経常損失並びに四半期純損失はいずれも改善いたしました。 

 この結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は329億９千２百万円（前年同四半期

比0.6%減）、営業損失は23億６千７百万円(前年同四半期は16億４千６百万円の営業損失)、経常損失は

21億５千６百万円(前年同四半期は16億５千６百万円の経常損失)、四半期純損失は27億６千４百万円

（前年同四半期は17億１千７百万円の四半期純損失）となりました。 

  

(資産、負債及び純資産の状況) 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて34億９千１百万円減少し、362

億４千４百万円となりました。これは、現金及び預金の減少等によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて７億１千２百万円減少し、158億７千３百万円となりました。こ

れは、未払費用の減少等によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて27億７千８百万円減少し、203億７千万円となりました。これ

は、四半期純損失の計上に伴う利益剰余金の減少等によるものであります。 

  

(キャッシュ・フローの状況) 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による

キャッシュ・フローの減少が30億１千８百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少が８億５百

万円、財務活動によるキャッシュ・フローの減少が６百万円となりました。 

これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の資金残高は前連結会計年度末に比べ38億２千９百万円

減少し、87億４千１百万円となりました。 

  

 2012年２月期通期連結業績予想につきましては、下期についても上期と同様に厳しい商況が予想され

ることから、売上高は2011年５月19日発表の予想数値を若干下回る見込みです。しかしながら、営業利

益、経常利益、当期純利益については、売上原価の低減につとめるなど引き続き売上利益率の改善等に

取り組むことから、前回発表予想から変更はありません。 

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．会計処理基準に関する事項の変更 

「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 2008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 2008

年３月31日）を適用しております。 

これにより、当第２四半期連結累計期間の営業損失及び経常損失はそれぞれ17百万円増加し、税金

等調整前四半期純損失は214百万円増加しております。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79百万円であります。 

  

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
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(2011年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(2011年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,858 12,643

受取手形及び売掛金 6,775 7,893

有価証券 163 153

商品及び製品 7,290 6,720

仕掛品 817 580

原材料及び貯蔵品 751 680

繰延税金資産 2 0

その他 2,377 1,565

貸倒引当金 △170 △175

流動資産合計 26,867 30,063

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,275 9,318

減価償却累計額 △6,078 △7,691

建物及び構築物（純額） 1,197 1,627

機械装置及び運搬具 1,183 1,192

減価償却累計額 △946 △946

機械装置及び運搬具（純額） 237 246

土地 1,116 1,414

その他 2,603 2,552

減価償却累計額 △2,130 △2,105

その他（純額） 472 446

有形固定資産合計 3,023 3,734

無形固定資産

その他 277 279

無形固定資産合計 277 279

投資その他の資産

投資有価証券 2,882 2,558

差入保証金 2,566 2,500

繰延税金資産 20 14

その他 817 770

貸倒引当金 △211 △185

投資その他の資産合計 6,075 5,658

固定資産合計 9,376 9,672

資産合計 36,244 39,735
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(2011年８月31日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(2011年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,641 5,925

短期借入金 100 105

未払費用 2,585 3,511

未払法人税等 214 346

繰延税金負債 69 －

返品調整引当金 732 821

賞与引当金 106 95

事業構造改善引当金 218 542

その他 482 396

流動負債合計 10,148 11,743

固定負債

繰延税金負債 377 230

退職給付引当金 4,664 4,493

役員退職慰労引当金 9 10

その他 673 108

固定負債合計 5,724 4,842

負債合計 15,873 16,586

純資産の部

株主資本

資本金 17,005 17,005

資本剰余金 21,791 21,791

利益剰余金 △18,776 △16,012

自己株式 △125 △124

株主資本合計 19,895 22,659

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 542 335

繰延ヘッジ損益 △220 △106

為替換算調整勘定 69 136

評価・換算差額等合計 391 365

少数株主持分 84 124

純資産合計 20,370 23,149

負債純資産合計 36,244 39,735
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(2) 四半期連結損益計算書

（第２四半期連結累計期間）

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 2010年３月１日
至 2010年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2011年３月１日
至 2011年８月31日)

売上高 33,200 32,992

売上原価 19,048 19,292

売上総利益 14,151 13,699

販売費及び一般管理費

広告宣伝費 1,781 2,295

貸倒引当金繰入額 － 20

従業員給料 7,056 7,062

賞与引当金繰入額 76 80

福利厚生費 1,433 1,441

その他 5,449 5,166

販売費及び一般管理費合計 15,798 16,066

営業損失（△） △1,646 △2,367

営業外収益

受取利息 6 8

受取配当金 95 37

受取地代家賃 167 235

その他 138 125

営業外収益合計 408 407

営業外費用

支払利息 25 1

株式交付費 232 －

退職給付費用 67 67

持分法による投資損失 10 9

その他 82 118

営業外費用合計 418 196

経常損失（△） △1,656 △2,156

特別利益

賞与引当金戻入額 89 －

その他 10 －

特別利益合計 100 －

特別損失

固定資産売却損 － 153

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 197

災害による損失 － 227

事業撤退損 62 －

移転費用 17 －

その他 － 27

特別損失合計 80 605

税金等調整前四半期純損失（△） △1,636 △2,762

法人税、住民税及び事業税 80 44

法人税等調整額 △1 △2

法人税等合計 78 41

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △2,804

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1 △39

四半期純損失（△） △1,717 △2,764
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 2010年３月１日
至 2010年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2011年３月１日
至 2011年８月31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損失（△） △1,636 △2,762

減価償却費 257 300

貸倒引当金の増減額（△は減少） △127 20

受取利息及び受取配当金 △102 △46

支払利息 25 1

固定資産売却損益（△は益） － 153

固定資産除却損 31 10

株式交付費 232 －

持分法による投資損益（△は益） 10 9

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 197

賞与引当金の増減額（△は減少） 9 10

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △398 △324

退職給付引当金の増減額（△は減少） 157 166

売上債権の増減額（△は増加） 2,100 1,134

たな卸資産の増減額（△は増加） 292 △876

仕入債務の増減額（△は減少） △1,500 △302

その他の流動資産の増減額（△は増加） 36 △230

その他の流動負債の増減額（△は減少） △548 △64

その他 △29 △329

小計 △1,189 △2,930

利息及び配当金の受取額 113 49

利息の支払額 △25 △1

法人税等の支払額 △109 △135

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,211 △3,018

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 △4 △504

定期預金の払戻による収入 56 524

有形固定資産の取得による支出 △126 △285

有形固定資産の売却による収入 12 36

投資有価証券の取得による支出 － △5

出資金の払込による支出 － △45

事業譲渡による支出 － △485

貸付けによる支出 △109 △71

貸付金の回収による収入 93 73

その他 △22 △42

投資活動によるキャッシュ・フロー △102 △805
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 2010年３月１日
至 2010年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2011年３月１日
至 2011年８月31日)

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） △28 △5

長期借入金の返済による支出 △50 －

株式の発行による収入 3,767 －

自己株式の取得による支出 △1 △0

リース債務の返済による支出 － △1

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,687 △6

現金及び現金同等物に係る換算差額 △28 0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,344 △3,829

現金及び現金同等物の期首残高 9,700 12,570

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,044 8,741
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 2010年３月１日 至 2010年８月31日) 

「衣服等繊維製品事業」の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失

の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 2010年３月１日 至 2010年８月31日) 

全セグメントの売上高の合計額に占める本国の割合が90％を超えているため、記載を省略しておりま

す。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 2010年３月１日 至 2010年８月31日) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

当社グループは、衣服等繊維製品関連事業を単一の報告セグメントとしており、その他の事業について

は、重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

(追加情報) 

第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号  

2009年３月27日)及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指

針第20号  2008年３月21日)を適用しております。 

  

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) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

〔セグメント情報〕

(6) 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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