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1.  平成24年5月期第2四半期の連結業績（平成23年6月1日～平成23年11月30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2四半期 28,941 2.3 2,370 3.8 2,421 4.9 1,220 42.3
23年5月期第2四半期 28,297 △1.4 2,283 59.3 2,309 60.2 858 69.0

（注）包括利益 24年5月期第2四半期 1,209百万円 （―％） 23年5月期第2四半期 103百万円 （―％）

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2四半期 43.75 ―
23年5月期第2四半期 30.75 ―

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5月期第2四半期 37,035 25,621 69.2 918.34
23年5月期 35,200 24,551 69.7 879.97
（参考） 自己資本   24年5月期第2四半期  25,621百万円 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 ― 10.00
24年5月期（予想） ― 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有   

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 59,500 7.0 4,900 37.1 5,000 36.2 2,390 81.4 85.66



(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の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2Q 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2Q 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2Q 27,899,928 株 23年5月期2Q 27,899,928 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、震災による落ち込みから７月～９月にかけて急回

復するも、その後、欧州における金融不安や円高、タイの大洪水の影響を受けてスローダウンしまし

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、震災後の復興需要や消費マインドの緩や

かな改善など一部に復調の兆しが見られたものの、競争環境は依然厳し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、ブラン

ドコンセプトの見直しを進め、新たに20～30代向けの通勤カジュアルやより幅広い世代に訴求できる大

人カジュアルの強化を図りました。また、追加フォロー体制を強化し、売れ筋商品を値ごろな価格で投

入するなど商品の鮮度アップにも取り組みました。その他、ファッション誌とのコラボレーション企画

等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11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17店舗の退店を行った結果、当第２四半期連結会計期間末における国内店舗数は

845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111店舗にのぼる新規

出店を実施したほか、計７店舗の退店を行った結果、当第２四半期連結会計期間末における直営店舗数

は312店舗となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高は289億41百万円（前年同期比2.3％

増）、営業利益は23億70百万円（同3.8％増）、経常利益は24億21百万円（同4.9％増）、四半期純利益

は12億20百万円（同42.3％増）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261億40百万円（前年同期比1.3％減）、営業利益は20億03百万円（同1.3％

増）となりました。震災による影響を克服し、売上高、営業利益ともほぼ前年並みを確保しました。 

<中国> 

中国における売上高は28億01百万円（前年同期比53.8％増）、営業利益は３億25百万円（同15.2％

増）となりました。新規出店効果に加え、既存店が好調に推移したことにより、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2四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18億35百万円増加して370

億35百万円となりました。これは、現金及び預金、売掛金、たな卸資産が増加したこと等によるもので

す。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて７億65百万円増加して114億14百万円となりまし

た。これは、短期及び長期借入金が減少した一方で、支払手形及び買掛金、未払法人税等が増加したこ

と等によるものです。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて10億70百万円増加して256億21百万円となりまし

た。これは、利益剰余金が増加したことによるものです。 

  

今後の見通しに関しましては、国内既存店売上高の回復と、経費削減効果の浸透を踏まえまして、平

成23年７月５日に発表いたしました通期業績予想を変更しております。 

尚、詳細につきましては、本日別途開示いたします「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下

さい。  

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２四半期連結会計期間
(平成23年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 6,435,395 7,144,531

売掛金 3,036,405 3,542,637

たな卸資産 5,839,849 6,279,229

未収還付法人税等 3,220 8

その他 1,274,711 1,604,317

貸倒引当金 △1,701 △2,556

流動資産合計 16,587,880 18,568,168

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,703,936 6,562,438

その他 2,724,713 2,792,020

有形固定資産合計 9,428,650 9,354,458

無形固定資産

その他 79,297 105,191

無形固定資産合計 79,297 105,191

投資その他の資産

差入保証金 8,139,395 7,998,210

その他 1,009,052 1,049,898

貸倒引当金 △43,963 △40,059

投資その他の資産合計 9,104,485 9,008,048

固定資産合計 18,612,433 18,467,698

資産合計 35,200,314 37,035,866

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,081,979 1,539,054

短期借入金 638,040 400,000

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 1,379,619

ポイント引当金 10,807 2,890

災害損失引当金 63,677 20,659

資産除去債務 9,439 6,605

その他 4,470,572 4,456,157

流動負債合計 7,454,983 8,545,786

固定負債

長期借入金 1,400,800 1,030,400

退職給付引当金 944,771 997,272

資産除去債務 774,269 777,339

その他 74,325 63,413

固定負債合計 3,194,166 2,868,424

負債合計 10,649,149 11,414,211
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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２四半期連結会計期間
(平成23年11月30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 19,332,498

自己株式 △330 △330

株主資本合計 25,759,694 26,840,847

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 558 1,679

繰延ヘッジ損益 △1,107,375 △1,050,411

為替換算調整勘定 △101,712 △170,459

その他の包括利益累計額合計 △1,208,529 △1,219,192

純資産合計 24,551,165 25,621,655

負債純資産合計 35,200,314 37,035,866
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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２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年11月30日)

売上高 28,297,111 28,941,575

売上原価 11,655,490 12,303,488

売上総利益 16,641,621 16,638,086

販売費及び一般管理費 14,357,988 14,267,125

営業利益 2,283,632 2,370,961

営業外収益

受取利息 1,056 1,519

受取配当金 147 367

為替差益 481 －

受取地代家賃 23,055 21,535

受取補償金 12,863 16,000

デリバティブ評価益 14,501 20,816

貸倒引当金戻入額 － 3,904

雑収入 16,752 33,774

営業外収益合計 68,858 97,918

営業外費用

支払利息 24,203 16,359

貸倒引当金繰入額 14,660 －

為替差損 － 25,424

雑損失 4,558 5,440

営業外費用合計 43,422 47,224

経常利益 2,309,068 2,421,654

特別利益

貸倒引当金戻入額 1,530 －

固定資産売却益 － 361

特別利益合計 1,530 361

特別損失

固定資産除却損 114,582 71,463

減損損失 153,805 133,245

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 489,545 －

その他 82,587 24,699

特別損失合計 840,521 229,409

税金等調整前四半期純利益 1,470,078 2,192,606

法人税、住民税及び事業税 984,005 1,268,894

法人税等還付税額 △90,978 －

法人税等調整額 △281,052 △296,940

法人税等合計 611,974 971,953

少数株主損益調整前四半期純利益 858,103 1,220,652

四半期純利益 858,103 1,220,652
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四半期連結包括利益計算書
第２四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 858,103 1,220,652

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △302 1,120

繰延ヘッジ損益 △686,606 56,963

為替換算調整勘定 △67,293 △68,747

その他の包括利益合計 △754,203 △10,663

四半期包括利益 103,900 1,209,989

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 103,900 1,209,989

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間
(自 平成22年６月１日
至 平成22年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成23年６月１日
至 平成23年11月30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 1,470,078 2,192,606

減価償却費 710,610 657,484

減損損失 153,805 133,245

デリバティブ評価損益（△は益） △14,501 △20,816

退職給付引当金の増減額（△は減少） 62,664 52,501

貸倒引当金の増減額（△は減少） 13,394 △3,049

ポイント引当金の増減額（△は減少） 15,989 △7,917

物流経費等返還引当金の増減額（△は減少） △120,000 －

受取利息及び受取配当金 △1,204 △1,887

支払利息 24,203 16,359

固定資産売却損益（△は益） － △361

固定資産除却損 93,967 64,728

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 489,545 －

売上債権の増減額（△は増加） 195,165 △539,180

たな卸資産の増減額（△は増加） △852,814 △467,719

仕入債務の増減額（△は減少） 88,518 486,306

未払金の増減額（△は減少） 9,360 11,814

未払費用の増減額（△は減少） △138,455 △4,793

未払消費税等の増減額（△は減少） △42,627 70,128

未収消費税等の増減額（△は増加） 3,631 －

その他 15,152 △166,406

小計 2,176,481 2,473,044

利息及び配当金の受取額 1,204 1,887

利息の支払額 △21,666 △16,187

法人税等の支払額 △882,085 △329,838

災害損失の支払額 － △53,796

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,273,933 2,075,108

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 △411,687 △667,197

有形固定資産の売却による収入 － 576

無形固定資産の取得による支出 △1,921 △35,254

投資有価証券の取得による支出 △300 △300

長期貸付けによる支出 － △8,055

差入保証金の差入による支出 △152,739 △177,281

差入保証金の回収による収入 502,997 320,304

資産除去債務の履行による支出 △35,044 △22,122

その他 4,883 2,494

投資活動によるキャッシュ・フロー △93,811 △586,836

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 629,784 400,000

短期借入金の返済による支出 △1,039,210 △636,960

長期借入金の返済による支出 △440,400 △370,400

リース債務の返済による支出 △10,500 △10,674

配当金の支払額 △278,999 △139,499

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,139,325 △757,534

現金及び現金同等物に係る換算差額 △25,326 △21,603

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 15,470 709,135

現金及び現金同等物の期首残高 6,499,616 6,435,395

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,515,086 7,144,531
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当第２四半期連結累計期間（自  平成23年６月１日  至  平成23年11月30日） 

  該当事項はありません。 

  

  【セグメント情報】 

Ⅰ  前第２四半期連結累計期間（自  平成22年６月１日  至  平成22年11月30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２四半期連結累計期間において153,805千円であります。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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 26,475,069 1,822,042 28,297,111

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ―

計 26,475,069 1,822,042 28,297,111

セグメント利益 1,978,192 282,897 2,261,089

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 2,261,089

セグメント間取引消去 22,542

四半期連結損益計算書の営業利益 2,283,632
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Ⅱ  当第２四半期連結累計期間（自  平成23年６月１日  至  平成23年11月30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２四半期連結累計期間において133,245千円であります。 

  

当第２四半期連結累計期間（自  平成23年６月１日  至  平成23年11月30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 26,140,128 2,801,447 28,941,575

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ―

計 26,140,128 2,801,447 28,941,575

セグメント利益 2,003,550 325,812 2,329,363

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 2,329,363

セグメント間取引消去 41,597

四半期連結損益計算書の営業利益 2,370,961

（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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