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(％表示は,対前年同四半期増減率) 

  

 
  

 
  

   

 

 
  

  

 
(注) 配当予想の当四半期における修正の有無 ： 無 

  

(％表示は,対前期増減率) 

 
(注) 当四半期における修正の有無 ： 無 
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1. 平成24年２月期第３四半期の連結業績（平成23年３月１日～平成23年11月30日）

 (1) 連結経営成績(累計)

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３四半期 52,190 3.9 1,929 276.1 1,975 70.7 604 △11.7
23年２月期第３四半期 50,254 △3.1 512 △36.8 1,156 3.0 684 24.9

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３四半期 12 82 12 75
23年２月期第３四半期 14 21 14 14

 (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３四半期 51,200 27,737 54.0 588 59
23年２月期 45,833 27,561 59.9 578 98

(参考) 自己資本 24年２月期第３四半期 27,625百万円 23年２月期 27,469百万円

2. 配当の状況

１株当たり配当金

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 ― 4 00 ― 4 00 8 00

24年２月期 ― 4 00 ―

24年２月期(予想) 4 00 8 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）

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 68,000 1.2 950 140.2 1,550 34.7 710 19.9 15 11

zaimu
スタンプ



  

 
  (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、表示方法等に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） 

 
 ② 期末自己株式数 

 
 ③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

・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。 

  

・上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績

は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

4. その他（詳細は、【添付資料】P.3「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

  (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。

(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

24年２月期第３四半期 48,000,000株 23年２月期 48,000,000株

24年２月期第３四半期 1,065,362株 23年２月期 555,854株

24年２月期第３四半期 47,135,733株 23年２月期第３四半期 48,154,019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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の混乱から比較的順調な回復傾向に

ありましたが、欧州の債務問題の拡大、米国や新興国の景気減速への懸念を背景に、円高が急激に進行

して輸出環境に悪影響が出るなど、依然として先行き不透明な状況で推移しております。 

当社を取り巻く環境につきましては、震災の影響による消費マインドの冷え込みが懸念されておりま

したが、大手量販店・大手専門店のサプライチェーンは予想を上回るペースで正常化し、夏場の節電対

応の機能素材商品やクールビズ商品の好調に続き、秋冬物におきましても気温の低下とともに堅調に推

移いたしました。 

このような環境のもと、当社グループは、付加価値性のある商品企画に努めるとともに、通販向け売

上、韓国の大手アパレルやピュアヤング向けブランドなど、新規先に対し順調に売上高を伸ばしてまい

りました。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は52,190百万円（前年同四半期比3.9％増）となり、

営業利益は1,929百万円（前年同四半期比276.1％増）、経常利益は1,975百万円（前年同四半期比

70.7％増）の増益となりました。四半期純利益につきましては、投資有価証券評価損574百万円など869

百万円を特別損失に計上したことにより、604百万円（前年同四半期比11.7％減）となりました。 

  

①資産 

流動資産は、前連結会計年度末比4,542百万円増加し、27,396百万円となりました。これは主とし

て、現金及び預金が946百万円、受取手形及び売掛金が3,416百万円増加したことによるものでありま

す。 

固定資産は、前連結会計年度末比824百万円増加し、23,804百万円となりました。これは主とし

て、投資有価証券が783百万円減少しましたが、土地が936百万円、建設仮勘定が684百万円増加した

ことによるものであります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末比5,367百万円増加し、51,200百万円となりました。 

  

②負債 

負債は、前連結会計年度末比5,191百万円増加し、23,462百万円となりました。これは主として、

借入金が4,650百万円、未払金が401百万円増加したことによるものであります。 

  

③純資産 

純資産は、前連結会計年度末比176百万円増加し、27,737百万円となりました。これは主として、

その他有価証券評価差額金が36百万円減少しましたが、利益剰余金が234百万円増加したことなどに

よるものであります。 

  

業績予想につきましては、平成23年４月11日公表時から変更しておりません。 

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。  

  

①簡便な会計処理  

 
  

②四半期連結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。      

  

「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 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は３百万円減少、経常利益は３百万円減少及び

税金等調整前四半期純利益は62百万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108百万円であります。 

  

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

  ⅰ)たな卸資産の評価方法

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。

  ⅱ)固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、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。

  ⅲ)経過勘定項目の算定方法

一部の経過勘定項目の算定については、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。

  ⅳ)法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに

限定する方法によっております。

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場合に、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。

また、重要性が乏しく経営環境に著しい変化が発生していない連結子会社は、税引前四半期

純利益に前年度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する

方法によっております。

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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３四半期連結会計期間末
(平成23年11月30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２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,727 1,781

受取手形及び売掛金 19,751 16,335

商品及び製品 4,212 3,953

仕掛品 5 40

原材料及び貯蔵品 15 11

その他 722 764

貸倒引当金 △39 △33

流動資産合計 27,396 22,853

固定資産

有形固定資産

土地 15,013 14,076

その他 6,708 5,898

減価償却累計額 △3,037 △2,881

その他（純額） 3,671 3,017

有形固定資産合計 18,684 17,093

無形固定資産 77 71

投資その他の資産

投資有価証券 3,868 4,652

その他 1,481 1,482

貸倒引当金 △308 △319

投資その他の資産合計 5,041 5,815

固定資産合計 23,804 22,979

資産合計 51,200 45,833

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 7,914 8,210

短期借入金 6,910 2,760

1年内返済予定の長期借入金 700 600

未払法人税等 349 189

引当金 289 149

その他 2,725 2,360

流動負債合計 18,889 14,270

固定負債

長期借入金 3,225 2,825

退職給付引当金 546 467

役員退職慰労引当金 190 236

資産除去債務 108 －

その他 503 473

固定負債合計 4,573 4,001

負債合計 23,462 18,271
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年11月30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２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,622 3,622

資本剰余金 4,148 4,148

利益剰余金 20,955 20,721

自己株式 △440 △235

株主資本合計 28,286 28,256

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △182 △146

繰延ヘッジ損益 △84 △261

土地再評価差額金 △262 △262

為替換算調整勘定 △131 △116

評価・換算差額等合計 △660 △787

新株予約権 112 92

純資産合計 27,737 27,561

負債純資産合計 51,200 45,833
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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：百万円)

前第３四半期連結累計期間
(自 平成22年３月１日
至 平成22年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年11月30日)

売上高 50,254 52,190

売上原価 40,067 40,652

売上総利益 10,186 11,537

返品調整引当金繰入額 7 11

差引売上総利益 10,179 11,526

販売費及び一般管理費 9,666 9,596

営業利益 512 1,929

営業外収益

受取利息 4 5

受取配当金 55 48

不動産賃貸料 98 －

為替差益 439 －

助成金収入 － 42

その他 156 69

営業外収益合計 755 165

営業外費用

支払利息 51 72

不動産賃貸費用 45 －

為替差損 － 18

その他 14 29

営業外費用合計 111 120

経常利益 1,156 1,975

特別利益

投資有価証券売却益 95 －

貸倒引当金戻入額 － 28

その他 31 －

特別利益合計 127 28

特別損失

投資有価証券評価損 161 574

その他 69 295

特別損失合計 231 869

税金等調整前四半期純利益 1,053 1,133

法人税等 368 529

少数株主損益調整前四半期純利益 － 604

四半期純利益 684 604
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

  

  

  

  

(3) 継続企業の前提に関する注記

(4) 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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