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1.  平成25年2月期第2四半期の連結業績（平成24年3月1日～平成24年8月31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 ％

25年2月期第2四半期 35,188 10.9 1,387 305.6 1,421 265.5 747 ―

24年2月期第2四半期 31,717 4.3 342 ― 388 67.1 △332 ―

（注）包括利益 25年2月期第2四半期 105百万円 （―％） 24年2月期第2四半期 △579百万円 （―％）

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2四半期 15.92 15.80
24年2月期第2四半期 △7.03 ―

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

25年2月期第2四半期 48,816 28,790 58.7 610.24
24年2月期 50,949 28,933 56.6 614.08

（参考） 自己資本   25年2月期第2四半期  28,652百万円 24年2月期  28,821百万円

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  

24年２月期期末配当金の内訳  普通配当   4円00銭 
                     記念配当   2円00銭 

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 ― 4.00 ― 6.00 10.00

25年2月期 ― 4.00

25年2月期（予想） ― 4.00 8.00

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） 
 

（％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 73,000 5.3 2,900 38.7 3,000 38.3 1,600 89.3 34.08



(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 
・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。 

※  注記事項

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） 25年2月期2Q 48,000,000 株 24年2月期 48,000,000 株

② 期末自己株式数 25年2月期2Q 1,047,507 株 24年2月期 1,065,362 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期2Q 46,939,673 株 24年2月期2Q 47,221,876 株
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当第２四半期連結累計期間における、わが国を含めた世界経済は、欧州債務危機が依然として予断を

許さない状況であり、これに伴う景気減速懸念が、新興国を含め世界的に広がりつつあります。また、

国内に目を転じますと、円高傾向の継続に加え、海外景気の減速など、景気の下振れリスクが強まって

おります。 

 加えて、隣国との領有権問題に端を発した外交問題は、進出企業のみならず、多くの企業の業績に少

なからず影響が及ぶことが懸念されます。 

  さて、当社を取り巻く環境でありますが、引き続き、衣料品市場が飽和状態にある中で、カタログ・

ネットなどの通販や駅ビル、アウトレットなどの業態が衣料品の売上を伸ばすとともに、サービスエリ

ア、空港など、トラフィック・チャネルといわれる新たな販路が販売チャネルとして注目されてきてお

ります。 

 このような中、当社の概況でありますが、大手専門店チェーンや通販、駅ビル・ファッションビル系

ブランドとの取り組み強化および、新規開拓などにより、売上高は前年同期比増収の結果を出すことが

できました。コスト面においては、中国における生産スペースの安定的確保や、東南アジア諸国の生産

拠点開拓に取り組み、生産コストの低減を進めて参りました。 

 また、新たな物流センターとして、犬山第二センターの操業開始による物流の集約化促進により、物

流コストの低減にも努めて参りました。加えて、百貨店小売事業においては、商品企画精度の向上やプ

ロパー消化率・セット比率向上を進め、収益改善を図って参りました。 

  この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は35,188百万円（前年同四半期比10.9%増）、営業利

益は1,387百万円（前年同四半期比305.6%増）、経常利益は1,421百万円（前年同四半期比265.5%増）と

なりました。 

 四半期純利益につきましては、当第２四半期連結累計期間は、投資有価証券評価損の減少などの要因

により、747百万円（前年同四半期は332百万円の四半期純損失）となりました。 

  

①資産 

流動資産は、前連結会計年度末比1,623百万円減少し、21,764百万円となりました。これは主とし

て、現金及び預金が332百万円、繰延税金資産が143百万円増加しましたが、受取手形及び売掛金が

1,283百万円、デリバティブ債権が770百万円減少したことによるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末比510百万円減少し、27,051百万円となりました。これは主とし

て、建物が純額で70百万円、土地が254百万円、投資有価証券が152百万円減少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2,133百万円減少し、48,816百万円となりました。 

  

②負債 

負債は、前連結会計年度末比1,990百万円減少し、20,025百万円となりました。これは主として、

支払手形及び買掛金が687百万円、借入金が1,362百万円減少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143百万円減少し、28,790百万円となりました。これは主として、

利益剰余金が294百万円増加しましたが、その他包括利益累計額が471百万円減少したことによるもの

であります。 

  

  

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
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近の業績動向等を踏まえ、平成24年３月29日に公表いたしました平成25年２月期の通期連結業績予

想を修正しております。                                  

詳細につきましては、本日公表の「平成25年２月期第２四半期の業績予想と実績値との差異及び通期

業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 （追加情報） 

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 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。 

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項
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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
(平成24年２月29日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,428 2,760

受取手形及び売掛金 15,871 14,587

たな卸資産 3,674 3,675

その他 1,479 795

貸倒引当金 △64 △54

流動資産合計 23,388 21,764

固定資産

有形固定資産

土地 18,224 17,970

その他（純額） 3,123 3,077

有形固定資産合計 21,348 21,047

無形固定資産 529 496

投資その他の資産

投資有価証券 4,328 4,176

その他 1,478 1,426

貸倒引当金 △123 △95

投資その他の資産合計 5,684 5,507

固定資産合計 27,561 27,051

資産合計 50,949 48,816

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,916 8,228

短期借入金 1,862 1,320

1年内返済予定の長期借入金 1,081 1,000

未払法人税等 288 316

引当金 164 172

その他 2,345 2,128

流動負債合計 14,659 13,165

固定負債

長期借入金 5,963 5,225

退職給付引当金 463 512

役員退職慰労引当金 190 190

資産除去債務 121 124

その他 619 808

固定負債合計 7,357 6,860

負債合計 22,016 20,025
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(平成24年２月29日)

当第２四半期連結会計期間
(平成24年８月31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 21,186 21,480

自己株式 △440 △433

株主資本合計 28,516 28,818

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 92 △26

繰延ヘッジ損益 458 △69

土地再評価差額金 △120 49

為替換算調整勘定 △124 △120

その他の包括利益累計額合計 305 △166

新株予約権 112 137

純資産合計 28,933 28,790

負債純資産合計 50,949 48,816
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年８月31日)

売上高 31,717 35,188

売上原価 25,041 26,838

売上総利益 6,676 8,350

返品調整引当金繰入額 △7 △5

差引売上総利益 6,683 8,355

販売費及び一般管理費 6,341 6,967

営業利益 342 1,387

営業外収益

受取利息 6 8

受取配当金 39 40

助成金収入 42 42

その他 47 44

営業外収益合計 136 135

営業外費用

支払利息 44 58

為替差損 19 25

その他 24 18

営業外費用合計 89 102

経常利益 388 1,421

特別利益

貸倒引当金戻入額 14 －

固定資産売却益 － 36

その他 0 1

特別利益合計 14 38

特別損失

投資有価証券評価損 545 31

投資有価証券売却損 78 54

固定資産売却損 － 41

その他 197 19

特別損失合計 820 146

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

△417 1,312

法人税等 △85 564

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△332 747

四半期純利益又は四半期純損失（△） △332 747
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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：百万円)

前第２四半期連結累計期間
(自 平成23年３月１日
至 平成23年８月31日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成24年３月１日
至 平成24年８月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益調
整前四半期純損失（△）

△332 747

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 109 △118

繰延ヘッジ損益 △356 △527

為替換算調整勘定 △0 4

その他の包括利益合計 △247 △641

四半期包括利益 △579 105

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △579 105
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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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