
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

     

 

     

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年２月期第１四半期の連結業績（平成24年３月１日～平成24年５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 ％

25年２月期第１四半期 17,471 5.2 639 54.4 737 32.2 737 393.7
24年２月期第１四半期 16,606 △4.3 414 △68.7 558 △61.1 149 △89.4

(注) 包括利益 25年２月期第１四半期 843百万円( 243.1％) 24年２月期第１四半期 245百万円( ― ％)

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

25年２月期第１四半期 9.13 ―
24年２月期第１四半期 1.85 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年２月期第１四半期 41,700 23,187 55.4
24年２月期 38,147 22,343 58.3

(参考) 自己資本 25年２月期第１四半期 23,088百万円 24年２月期 22,252百万円

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

24年２月期 ― ― ― 0.00 0.00
25年２月期 ―

25年２月期(予想) ― ― 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年２月期の連結業績予想（平成24年３月１日～平成25年２月28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

第２四半期(累計) 34,600 4.9 △2,100 ― △2,000 ― △2,000 ― △24.75
通期 78,200 4.8 700 ― 900 ― 700 ― 8.66

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 
  

 

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

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

（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) 25年２月期１Ｑ 80,947,834株 24年２月期 80,947,834株

② 期末自己株式数 25年２月期１Ｑ 154,041株 24年２月期 153,503株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年２月期１Ｑ 80,794,079株 24年２月期１Ｑ 80,797,066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、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。

※ 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、添付資料２ページ「１．当四半期決算
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。
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当第１四半期連結累計期間(2012年３月１日から2012年５月31日まで)におけるわが国経済は、東日本

大震災の復興需要等を背景とする緩やかな回復の兆しがみられるものの、欧州を中心とした金融問題、

中国経済の成長率の鈍化、電力供給に対する懸念など、先行きはいまだ不透明な状況にあります。  

当社グループでは、今期も引き続き、経営効率の向上を目指し、基幹ブランドに経営資源を集中し収

益力の強化を図っております。このような中、３月・４月の商況は東日本大震災の影響が大きかった昨

年を上回る推移となりましたが、５月に入ってからは、ショッピングセンターおよびＧＭＳ向け販売は

健闘したものの、当社の主力販路である百貨店商況の伸びは見られず、全体として個人消費の停滞感を

窺わせる状況になっております。 

この結果、当社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は174億７千１百万円(前年同四半期比

5.2%増)、営業利益は６億３千９百万円(前年同四半期比54.4%増)、経常利益は７億３千７百万円(前年

同四半期比32.2%増)、四半期純利益は７億３千７百万円(前年同四半期比393.7%増)となりました。 

  

当第１四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35億５千３百万円増加し、417

億円となりました。これは、商品及び製品の増加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27億９百万円増加し、185億１千３百万円となりました。これ

は、支払手形及び買掛金の増加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８億４千３百万円増加し、231億８千７百万円となりました。

これは、四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加等によるものであります。 

  

2013年２月期の第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想につきましては、2012年４月12日発

表の予想数値から変更はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2009年12月４日）及び「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 2009年12月４日）を

適用しております。 

  

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

２．サマリー情報(注記事項)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）追加情報
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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)

前連結会計年度
(2012年２月29日)

当第１四半期連結会計期間
(2012年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,699 11,095

受取手形及び売掛金 8,949 8,749

有価証券 140 153

商品及び製品 7,653 10,982

仕掛品 610 467

原材料及び貯蔵品 710 669

その他 1,272 966

貸倒引当金 △123 △114

流動資産合計 29,912 32,969

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,494 7,664

減価償却累計額 △6,358 △6,446

建物及び構築物（純額） 1,135 1,218

機械装置及び運搬具 1,102 1,142

減価償却累計額 △884 △916

機械装置及び運搬具（純額） 218 226

土地 1,116 1,116

その他 2,660 2,723

減価償却累計額 △2,225 △2,261

その他（純額） 435 461

有形固定資産合計 2,906 3,023

無形固定資産

その他 237 239

無形固定資産合計 237 239

投資その他の資産

投資有価証券 2,203 2,364

差入保証金 2,416 2,438

繰延税金資産 20 20

その他 618 810

貸倒引当金 △167 △164

投資その他の資産合計 5,091 5,468

固定資産合計 8,234 8,730

資産合計 38,147 41,700
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2012年２月29日)

当第１四半期連結会計期間
(2012年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,992 8,652

短期借入金 85 199

未払費用 2,716 2,695

未払法人税等 238 148

繰延税金負債 33 0

返品調整引当金 656 413

賞与引当金 89 236

その他 331 340

流動負債合計 10,143 12,685

固定負債

繰延税金負債 150 241

退職給付引当金 4,831 4,900

役員退職慰労引当金 13 14

その他 663 670

固定負債合計 5,659 5,827

負債合計 15,803 18,513

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 △16,678 △15,940

自己株式 △125 △125

株主資本合計 21,992 22,730

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 269 425

繰延ヘッジ損益 47 △63

為替換算調整勘定 △57 △3

その他の包括利益累計額合計 259 358

少数株主持分 91 98

純資産合計 22,343 23,187

負債純資産合計 38,147 41,700
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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１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 2011年３月１日
至 2011年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2012年３月１日
至 2012年５月31日)

売上高 16,606 17,471

売上原価 7,837 8,433

売上総利益 8,768 9,037

販売費及び一般管理費 8,354 8,397

営業利益 414 639

営業外収益

受取利息 4 4

受取配当金 8 38

受取地代家賃 154 81

その他 54 71

営業外収益合計 221 195

営業外費用

支払利息 0 1

退職給付費用 33 33

持分法による投資損失 0 21

その他 43 41

営業外費用合計 78 97

経常利益 558 737

特別利益

投資有価証券売却益 － 38

特別利益合計 － 38

特別損失

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 211 －

特別損失合計 408 －

税金等調整前四半期純利益 149 776

法人税、住民税及び事業税 36 26

法人税等調整額 5 5

法人税等合計 41 31

少数株主損益調整前四半期純利益 107 745

少数株主利益又は少数株主損失（△） △41 7

四半期純利益 149 737
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四半期連結包括利益計算書

 第１四半期連結累計期間

(単位：百万円)

前第１四半期連結累計期間
(自 2011年３月１日
至 2011年５月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 2012年３月１日
至 2012年５月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 107 745

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 81 155

繰延ヘッジ損益 37 △111

為替換算調整勘定 19 52

持分法適用会社に対する持分相当額 △1 1

その他の包括利益合計 137 98

四半期包括利益 245 843

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 287 836

少数株主に係る四半期包括利益 △41 7
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該当事項はありません。 

  

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。 

  

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）セグメント情報等

（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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