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(百万円未満切捨て)

１．平成25年２月期第２四半期の業績（平成24年２月21日～平成24年８月20日）

（１）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２四半期 5,474 △5.1 △60 ― △51 ― △124 ―
24年２月期第２四半期 5,768 △24.3 △25 ― △9 ― △696 ―

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２四半期 △11.37 ―
24年２月期第２四半期 △63.72 ―

（２）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２四半期 8,327 6,265 75.2

24年２月期 8,524 6,381 74.9

(参考) 自己資本 25年２月期第２四半期 6,265百万円 24年２月期 6,381百万円

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 0.00

25年２月期 ― 0.00

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月期の業績予想（平成24年２月21日～平成25年２月20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 11,351 △1.6 △50 ― △25 ― △182 ― △16.72

(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)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の変更と区別することが困難な

場合」に該当しております。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報(その他)に関する事項 (２)会計方針の

変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

   

   

   

 

 

 

４．その他

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無

（２）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 ： 有

 ② ①以外の会計方針の変更 ： 無

 ③ 会計上の見積りの変更 ： 有

 ④ 修正再表示 ： 無

（３）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２Ｑ 12,651,466株 24年２月期 12,651,466株

② 期末自己株式数 25年２月期２Ｑ 1,723,363株 24年２月期 1,722,941株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年２月期２Ｑ 10,928,226株 24年２月期２Ｑ 10,928,824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す。

※ 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。
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 １．当四半期決算に関する定性的情報 
(1)  経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間(平成24年２月21日から平成24年８月20日まで)におけるわが国経済は、

東日本大震災からの復興需要などを背景に回復の兆しが見えてきたものの、電力供給問題や円

高の長期化などにより、先行き不透明な状況が続いております。また、所得や雇用の不安など

による個人消費も伸び悩んでおり、依然として厳しい経営環境となりました。 

このような経営環境のもと、当社では早期に黒字化を実現するためにJEANS MATE業態の収益

力回復と新業態店舗の確立に向けて取り組んでまいりました。 

 商品面におきましては、以前から夏物商材の中心であった半袖Ｔシャツやショートパンツ類

が前年を下回る水準で推移し、インナー類においても苦戦を強いられました。一方では、シャ

ツやポロシャツなどの襟付き商品の動向は期間を通して順調に推移するとともに、前事業年度

まで厳しかったデニム５ポケットについても、前年を上回る水準まで復調してきました。また、

当事業年度より本格的に取組みはじめたプライベートブランド「BLUE STANDARD(ブルースタン

ダード)」につきましては、バッグや靴などの服飾雑貨も含めた幅広い商品を投入し、着実に売

上を伸ばしてまいりました。 

 販売面といたしましては、「BLUE STANDARD」を中心にファッション雑誌などに出稿し、ブラ

ンド認知度の向上に取り組んでまいりました。また、利用者が急増しているスマートフォン向

けのホームページを立ち上げ、メールや会員様限定クーポンの配信などによりお客様へダイレ

クトに情報発信することにも取り組んでまいりました。 

 出退店につきましては、出店が４店舗(いずれも「ワケあり本舗」)、退店が10店舗(「JEANS 

MATE」６店舗、「アキバあそび館」、「ワケあり本舗」、「Happy Door」、「ゼログラ」各１

店舗)となり、当第２四半期会計期間末の総店舗数は111店舗(うち24時間営業店舗は17店舗)と

なりました。また、物流機能の合理化を目的に「相模原物流センター(神奈川県愛甲郡)」を閉

鎖し、「戸田センター(埼玉県戸田市)」に集約いたしました。 

 以上の結果、売上高54億74百万円(前年同四半期比5.1％減)、営業損失60百万円(前年同四半

期は営業損失25百万円)、経常損失51百万円(前年同四半期は経常損失９百万円)、四半期純損失

１億24百万円(前年同四半期は四半期純損失６億96百万円)となりました。 
 

(2)  財政状態に関する定性的情報 

(資産) 

当第２四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べ１億97百万円減少し、83億27百万

円となりました。 

流動資産は、前事業年度末に比べ10億51百万円減少し、47億38百万円となりました。これは

主に有価証券が７億１百万円減少、現金及び預金が２億２百万円減少、商品が１億46百万円減

少したことによるものであります。 

固定資産は、前事業年度末に比べ８億53百万円増加し、35億88百万円となりました。これは

主に敷金及び保証金が１億39百万円減少しましたが、投資有価証券が９億92百万円増加したこ

とによるものであります。 

  

(負債) 

当第２四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べ81百万円減少し、20億61百万円

となりました。 

流動負債は、前事業年度末に比べ59百万円減少し、12億29百万円となりました。これは主に

買掛金が58百万円増加しましたが、支払信託が67百万円減少、資産除去債務が15百万円減少し

たことによるものであります。 

固定負債は、前事業年度末に比べ21百万円減少し、８億31百万円となりました。これは主に

資産除去債務が21百万円減少したことによるものであります。 

 

(純資産) 

当第２四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べ１億16百万円減少し、62億65

百万円となりました。これは主に四半期純損失を１億24百万円計上したことによるものであり

ます。 
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(キャッシュ・フローの状況の分析) 

当第２四半期累計期間における現金及び現金同等物(以下、「資金」という)の残高は、前事

業年度末に比べ２億２百万円減少し、15億６百万円となりました。 

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フロー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) 

営業活動の結果支出した資金は、30百万円(前年同四半期は２億66百万円の支出)となりまし

た。これは主にたな卸資産の減少が１億46百万円、減損損失の計上が36百万円となりましたが、

税引前四半期純損失の計上が99百万円、法人税等の支払額が46百万円、売上債権の増加が34百

万円となったこと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) 

投資活動の結果支出した資金は、１億71百万円(前年同四半期は１億78百万円の獲得)となり

ました。これは主に敷金及び保証金の差入及び回収に伴う純収入が１億58百万円となりました

が、有価証券・投資有価証券の取得及び償還に伴う純支出が２億97百万円となったことによる

ものであります。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動の結果支出した資金は、期末配当を行わなかったことにより０百万円(前年同四半期

は１百万円の支出)となりました。 

 

(3)  業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期累計期間における業績の進捗を勘案し、業績予想の見直しを行った結果、平成

24年３月30日の当社「平成24年２月期決算短信〔日本基準〕(非連結)」にて発表いたしました

業績予想を修正いたしました。当該予想に関する詳細は、平成24年９月18日に公表いたしまし

た「特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
 

２．サマリー情報(その他)に関する事項 
(1)  四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

 

(2)  会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

    (会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更) 

 当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年４月１日以後に取得し

た有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しております。 

 なお、この変更による当第２四半期累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

 

(3)  追加情報 

(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) 

 第１四半期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 平成21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 

平成21年12月４日)を適用しております。 
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３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要 
 当社は、前事業年度において営業損失２億12百万円、当期純損失11億54百万円となり、当第２四

半期累計期間においても営業損失60百万円、四半期純損失１億24百万円となりました。当該状況に

より、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当該状況を解消又は改善すべく、販売力強化と経費削減による収益力の回復に取り組んでまいり

ます。 

① 品揃えの拡充と売場の再構築 

 従来の品揃えに加え、30～40歳代のお客様をコアターゲットとしたプライベートブランド

「BLUE STANDARD(ブルースタンダード)」を立ち上げ、幅広い年齢層に対応できるよう努めてま

いります。また、「BLUE STANDARD」ブランドを軸にバッグや靴などの服飾雑貨も含めた幅広い

商品を投入することで、従来の量販型の売場からコーディネートで提案する売場を構築してまい

ります。 

② ワケあり本舗業態の確立 

 ロープライス(アウトレット)業態の「ワケあり本舗」は、一定の集客効果が確認できたことか

ら、商品構成等の検証を行いながら、新たな収益モデルとして確立するよう引き続き努めてまい

ります。当第２四半期累計期間には４店舗の新規出店と１店舗の退店を行った結果、当第２四半

期会計期間末で19店舗(他、短期契約店舗４店舗)となりました。 

③ 新業態店舗の検証 

 これまで、マスマーケットに向けた「JEANS MATE」、ロープライス型の「ワケあり本舗」、女

性の生活を楽しくする「Happy Door」などを展開してきましたが、お客様のニーズに細かく対応

するため前事業年度に「PLAINN」、「blue bell market」、「coton terrasse」を立ち上げまし

た。今後は各業態の業績の検証を進め、不採算店(業態)については撤退することも視野に入れ検

討してまいります。 

④ 不採算店の撤退促進 

 前事業年度では合計14店舗を閉鎖いたしましたが、引き続き店舗ごとの業績について検証を行

い、将来性の乏しい店舗については撤退を促進し、経営資源を集中させてまいります。当第２四

半期累計期間には10店舗を閉鎖いたしました。 

⑤ 固定費のさらなる圧縮 

 これまでも不採算店の撤退や本社事務所の縮小を行っており、物流関連におきましても商品配

送頻度の見直しや物流センターの合理化(２センターを１センターに統合)などを行ってまいりま

した。今後につきましても、各種経費の削減に引き続き努めてまいります。 

 上記を中心とした施策を講じながら収益力の回復に努めてまいりますとともに、今後の運転資

金は十分に確保できていることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないも

のと判断しております。 
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４．四半期財務諸表 
 (1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

前事業年度 
(平成24年２月20日) 

当第２四半期会計期間 
(平成24年８月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,739,423 1,537,002

売掛金 138,935 173,753

有価証券 1,898,402 1,196,564

商品 1,835,916 1,689,591

その他 176,752 141,379

流動資産合計 5,789,430 4,738,291

固定資産   

投資その他の資産   

投資有価証券 543,459 1,536,003

敷金及び保証金 2,187,133 2,047,651

長期未収入金 298,965 298,365

その他 4,864 5,150

貸倒引当金 △298,965 △298,365

投資その他の資産合計 2,735,457 3,588,804

固定資産合計 2,735,457 3,588,804

資産合計 8,524,888 8,327,095

負債の部   

流動負債   

支払信託 261,303 194,243

買掛金 281,755 340,168

賞与引当金 57,794 59,678

ポイント引当金 159,472 163,880

店舗閉鎖損失引当金 27,908 14,925

資産除去債務 56,409 41,207

その他 444,851 415,403

流動負債合計 1,289,495 1,229,508

固定負債   

資産除去債務 511,715 490,085

長期未払金 335,877 335,877

その他 5,940 5,940

固定負債合計 853,532 831,902

負債合計 2,143,027 2,061,411

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,015,812 2,015,812

資本剰余金 2,125,434 2,125,434

利益剰余金 3,512,673 3,388,424

自己株式 △1,259,364 △1,259,455

株主資本合計 6,394,556 6,270,215

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,695 △4,531

評価・換算差額等合計 △12,695 △4,531

純資産合計 6,381,861 6,265,684

負債純資産合計 8,524,888 8,327,095
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(2)  四半期損益計算書 
   第２四半期累計期間 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年２月21日 
  至 平成23年８月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年２月21日 
  至 平成24年８月20日) 

売上高 5,768,227 5,474,370

売上原価 2,890,558 2,862,052

売上総利益 2,877,668 2,612,318

販売費及び一般管理費 2,902,964 2,672,726

営業損失（△） △25,295 △60,408

営業外収益   

有価証券利息 8,726 15,102

受取賃貸料 4,686 5,940

その他 8,872 4,059

営業外収益合計 22,284 25,101

営業外費用   

投資事業組合運用損 1,113 －

投資有価証券償還損 － 9,325

賃貸費用 4,686 5,940

その他 591 965

営業外費用合計 6,391 16,230

経常損失（△） △9,402 △51,536

特別損失   

減損損失 281,101 36,911

店舗閉鎖損失 17,475 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 5,806 11,525

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 360,519 －

特別損失合計 664,903 48,437

税引前四半期純損失（△） △674,305 △99,974

住民税 22,030 24,274

四半期純損失（△） △696,336 △124,249
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(3)  四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第２四半期累計期間 
(自 平成23年２月21日 
  至 平成23年８月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成24年２月21日 
  至 平成24年８月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純損失（△） △674,305 △99,974

減価償却費 13,431 5,476

減損損失 281,101 36,911

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 360,519 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 12,019 1,883

ポイント引当金の増減額（△は減少） △26,420 4,407

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） △113,166 △12,982

受取利息及び受取配当金 △8,924 △15,328

投資事業組合運用損益（△は益） 1,113 △148

投資有価証券償還損益（△は益） － 9,325

売上債権の増減額（△は増加） △34,711 △34,817

たな卸資産の増減額（△は増加） 225,314 146,324

仕入債務の増減額（△は減少） △214,257 △8,646

その他 △51,905 △30,453

小計 △230,190 1,978

利息及び配当金の受取額 3,834 14,292

法人税等の支払額 △39,817 △46,496

営業活動によるキャッシュ・フロー △266,173 △30,225

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △2,041,005 △1,723,872

有価証券の償還による収入 1,752,633 2,425,847

有形固定資産の取得による支出 △84,407 △32,303

無形固定資産の取得による支出 △1,636 △1,400

投資有価証券の取得による支出 △511,190 △1,500,000

投資有価証券の償還による収入 1,000,000 500,323

敷金及び保証金の差入による支出 △64,459 △24,300

敷金及び保証金の回収による収入 228,897 183,296

その他 △99,977 649

投資活動によるキャッシュ・フロー 178,855 △171,759

財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △98 △90

配当金の支払額 △1,334 △319

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,433 △410

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △88,751 △202,395

現金及び現金同等物の期首残高 2,311,021 1,708,668

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,222,269 1,506,273
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(4)  継続企業の前提に関する注記 

       該当事項はありません。 

 

  (5)  株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

         該当事項はありません。 
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