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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年1月期第3四半期の連結業績（平成23年2月1日～平成23年10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 1月期第3四半期 4,554 △8.9 260 △29.9 259 △29.6 105 △47.4
23年 1月期第3四半期 5,002 － 371 － 368 － 200 － 

 

 
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3四半期 11,721.19 － 
23年 1月期第3四半期 22,280.32 － 

 
（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 1月期第3四半期 6,056 1,522 25.1 168,874.77
23年 1月期 5,672 1,445 25.5 160,290.66

(参考)自己資本 24年1月期第3四半期 1,522百万円 23年1月期 1,445百万円 

 
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 － 0.00 － 3,200.00 3,200.00
24年１月期 － 0.00 －  

24年１月期 
(予想) 

  3,200.00 3,200.00

(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月期の連結業績予想（平成23年2月1日～平成24年1月31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 5,660 △8.7 156 △58.9 135 △62.8 67 △62.5 7,527.89

(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」をご覧ください。） 
 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 無 

（２）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 

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） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年1月期3Ｑ 9,600株 23年1月期 9,600株

② 期末自己株式数 24年1月期3Ｑ 584株 23年1月期 584株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年1月期3Ｑ 9,016株 23年1月期3Ｑ 9,016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、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が実施中であります。 
 
※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

業績予想につきましては、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報に基づき作成しておりますが、
実際の業績は今後の事業環境、経済状況の変化等さまざまな要因により予想数値と異なる可能性があります。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、９月の完全失業率が4.1％と２ヶ月連続して改善するも、10

月度の消費者動向調査(総世帯)によると過半数が雇用環境が今後「悪化する」と考えており、暮らし向きについて

も「悪化する」が「良くなる」の回答を大きく上回るなど、依然として消費マインドの回復が見られませんでし

た。 

当社が属する婦人靴業界におきましては、安売り競争の激化による商品販売価格の下落傾向が見られました。 

こうした環境のもと、当第３四半期連結累計期間において当社は、ＭＤと適正在庫の見直し、売筋商材の在庫積

増しによる販売機会ロスの低減に努めました。 

小売事業においてはJELLY BEANS名古屋パルコ店、ラフォーレ原宿新潟店、岡山ＯＰＡ店及び心斎橋ＯＰＡ店を

閉鎖する一方、JELLY BEANS金沢百番街Rinto店、ららぽーと横浜店、アトレ亀戸店の出店に加え、松本パルコ店の

移設を行うなど、採算性を重視したスクラップアンドビルドを推進しました。これにより、10月31日現在の直営店

舗数は18店舗となりました。 

卸売事業においては、海外顧客向け販売とＷＥＢ通販が伸長したものの、専門店、スーパー・ＧＭＳ及びアパレ

ル顧客向け販売の落込みを補うには至りませんでした。 

また、従来以上に販管費の削減・抑制に努めた結果、当第３四半期連結累計期間につきましては、売上高4,554

百万円(前年同期比8.9％減)、営業利益260百万円(同29.9％減)、経常利益259百万円(同29.6％減)、四半期純利益

105百万円(同47.4％減)となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債、純資産の状況 

（資産） 

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、2,432百万円（前連結会計年度末は2,116百万円）とな

り、316百万円増加しました。主な理由は、売上債権の増加（836百万円から1,480百万円へ643百万円増）、商品在

庫の増加（145百万円から280百万円へ134百万円増）及び現金及び預金の減少（1,108百万円から649百万円へ459百

万円減）であります。 

また、固定資産の残高は、3,623百万円（前連結会計年度末は3,555百万円）となり、67百万円増加しました。主

な理由は、固定資産の取得による増加（205百万円増）、減価償却による減少（130百万円減）及び差入保証金の減

少（５百万円減）であります。 

（負債） 

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、1,948百万円（前連結会計年度末は1,683百万円）とな

り、265百万円増加しました。主な理由は、仕入債務の増加（479百万円から788百万円へ309百万円増）、未払金の

増加（130百万円から172百万円へ41百万円増）、及び未払法人税等の減少（131百万円から39百万円へ92百万円

減）であります。 

また、固定負債の残高は、2,584百万円（前連結会計年度末は2,543百万円）となり、41百万円増加しました。主

な理由は、運転資金の調達による長期借入金の増加（2,154百万円から2,201百万円へ46百万円増）であります。 

（純資産） 

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,522百万円（前連結会計年度末は1,445百万円）とな

り、77百万円増加しました。主な理由は、四半期純利益の計上105百万円による増加、配当金の支払い28百万円に

よる減少であります。   

②キャッシュ・フローの状況 

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べて312百万円減少し、399百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであり

ます。  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果、使用した資金は、224百万円（前年同期は160百万円の支出）となりました。 

 これは主に、売上債権の増加額643百万円、法人税等の支払額187百万円及びたな卸資産の増加額134百万円に対

し、仕入債務の増加額309百万円、税金等調整前四半期純利益200百万円、減価償却費130百万円及び特別退職金41

百万円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） 

投資活動の結果、使用した資金は、33百万円（前年同期は55百万円の支出）となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出172百万円、定期預金の預入による支出131百万円及び差入保証金の

差入による支出15百万円に対し、定期預金の払戻による収入277百万円、差入保証金の回収による収入13百万円に

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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よるものであります。  

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動の結果、使用した資金は、54百万円（前年同期は13百万円の収入）となりました。 

 これは、長期借入金の返済による支出779百万円、リース債務の返済による支出45百万円及び配当金の支払額28

百万円に対し、長期借入れによる収入800百万円によるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 業績予想につきましては、平成23年９月５日に発表いたしました「平成24年１月期 第２四半期決算短信〔日本

基準〕(連結)」に記載しております予想から変更はありません。 

（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

１．簡便な会計処理について  

①一般債権の貸倒見積高の算定方法  

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

②たな卸資産の評価方法 

 当第３四半期連結会計期間末のたな卸高の算出については、実地たな卸を省略し、第２四半期連結会計期間末

の実地たな卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。また、たな卸資産の簿価切下

げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっ

ております。 

  

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間

按分して算定する方法によっております。 

  

④経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

  

⑤繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラ

ンニングを利用する方法によっております。 

  

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理について 

①税金費用の計算 

 税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計

適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。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。 

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

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、経常利益はそれぞれ3,024千円、税金等調整前四半期純利

益は10,691千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740千円、差入

保証金の変動額は7,420千円であります。 

２．その他の情報
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②表示方法の変更  

（四半期連結損益計算書） 

 「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及び当第３四半期連結会計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目

で表示しております。 
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年10月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成23年１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 649,444 1,108,781

受取手形及び売掛金 1,480,229 836,449

商品及び製品 280,611 145,811

その他 36,901 34,933

貸倒引当金 △14,200 △9,000

流動資産合計 2,432,986 2,116,975

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,681,152 1,594,543

土地 1,529,346 1,529,346

その他（純額） 146,947 153,685

有形固定資産合計 3,357,446 3,277,576

無形固定資産 58,322 64,997

投資その他の資産 207,594 213,064

固定資産合計 3,623,363 3,555,638

資産合計 6,056,350 5,672,614

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 788,952 479,328

1年内返済予定の長期借入金 842,968 869,592

未払法人税等 39,756 131,991

賞与引当金 35,502 －

返品調整引当金 11,600 5,900

その他 230,090 196,956

流動負債合計 1,948,869 1,683,767

固定負債   

長期借入金 2,201,224 2,154,357

退職給付引当金 108,050 105,015

役員退職慰労引当金 167,499 161,325

その他 108,132 122,967

固定負債合計 2,584,905 2,543,665

負債合計 4,533,775 4,227,433

純資産の部   

株主資本   

資本金 308,100 308,100

資本剰余金 230,600 230,600

利益剰余金 1,134,303 1,057,476

自己株式 △146,116 △146,116

株主資本合計 1,526,887 1,450,060

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,021 △661

為替換算調整勘定 △5,333 △4,217

評価・換算差額等合計 △4,312 △4,879

純資産合計 1,522,574 1,445,180

負債純資産合計 6,056,350 5,672,614
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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22年２月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年10月31日) 

売上高 5,002,461 4,554,847

売上原価 3,161,360 2,879,046

売上総利益 1,841,101 1,675,800

販売費及び一般管理費 1,469,435 1,415,361

営業利益 371,665 260,439

営業外収益   

仕入割引 39,556 34,482

その他 13,592 12,501

営業外収益合計 53,148 46,984

営業外費用   

支払利息 46,089 42,062

その他 9,753 5,771

営業外費用合計 55,842 47,833

経常利益 368,972 259,590

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,834 －

特別利益合計 1,834 －

特別損失   

固定資産除却損 9,671 179

減損損失 10,713 3,735

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,667

特別退職金 － 41,154

その他 2,960 6,500

特別損失合計 23,345 59,237

税金等調整前四半期純利益 347,461 200,352

法人税等 146,582 94,674

少数株主損益調整前四半期純利益 － 105,678

四半期純利益 200,879 105,678
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年８月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成23年８月１日 
 至 平成23年10月31日) 

売上高 1,795,581 1,702,176

売上原価 1,096,421 1,048,984

売上総利益 699,160 653,191

販売費及び一般管理費 510,121 496,957

営業利益 189,039 156,234

営業外収益   

仕入割引 15,002 14,142

その他 4,002 4,440

営業外収益合計 19,005 18,583

営業外費用   

支払利息 15,724 14,076

その他 1,349 553

営業外費用合計 17,073 14,630

経常利益 190,970 160,187

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,834 △417

特別利益合計 1,834 △417

特別損失   

固定資産除却損 8,970 －

減損損失 10,713 －

特別退職金 － 41,154

その他 2,960 6,500

特別損失合計 22,643 47,654

税金等調整前四半期純利益 170,161 112,115

法人税等 72,341 54,452

少数株主損益調整前四半期純利益 － 57,662

四半期純利益 97,820 57,662
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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22年２月１日 
 至 平成22年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年10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利益 347,461 200,352

減価償却費 135,889 130,602

減損損失 10,713 3,735

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,891 3,034

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,500 6,174

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,195 3,768

返品調整引当金の増減額（△は減少） 1,500 5,700

賞与引当金の増減額（△は減少） 38,430 35,502

受取利息及び受取配当金 △1,512 △1,565

支払利息 46,089 42,062

固定資産除却損 9,671 179

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 7,667

特別退職金 － 41,154

売上債権の増減額（△は増加） △509,551 △643,116

たな卸資産の増減額（△は増加） △87,411 △134,799

仕入債務の増減額（△は減少） △14,360 309,624

その他 1,748 △6,800

小計 △24,135 3,276

利息及び配当金の受取額 1,512 1,565

利息の支払額 △46,568 △42,411

法人税等の支払額 △90,936 △187,417

営業活動によるキャッシュ・フロー △160,128 △224,986

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 △105,264 △131,850

定期預金の払戻による収入 90,000 277,975

投資有価証券の取得による支出 △1,789 △1,516

有形固定資産の取得による支出 △50,749 △172,680

無形固定資産の取得による支出 △1,712 △360

差入保証金の回収による収入 34,800 13,732

差入保証金の差入による支出 △17,633 △15,550

その他 △3,430 △3,021

投資活動によるキャッシュ・フロー △55,779 △33,272

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 800,000 800,000

長期借入金の返済による支出 △710,053 △779,757

配当金の支払額 △28,592 △28,834

リース債務の返済による支出 △47,920 △45,530

財務活動によるキャッシュ・フロー 13,434 △54,122

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,857 △346

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △205,332 △312,727

現金及び現金同等物の期首残高 892,085 712,051

現金及び現金同等物の四半期末残高 686,753 399,323
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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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