
 

 
 
 
 

 
 
 
   

 

 

 
   

   

   

 
   

     

 
     

   

 
 (％表示は、対前期増減率) 
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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）

（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 33,533 1.6 △2,429 ― △2,336 ― △2,510 ―
24年２月期第２四半期 32,992 △0.6 △2,367 ― △2,156 ― △2,764 ―

(注) 包括利益 25年２月期第２四半期 △2,211百万円( ― ％) 24年２月期第２四半期 △2,778百万円( ― ％)

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 △31.08 ―
24年２月期第２四半期 △34.21 ―

（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２四半期 35,625 20,131 56.2
24年２月期 38,147 22,343 58.3

(参考) 自己資本 25年２月期第２四半期 20,026百万円 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

通期 76,600 2.7 △700 ― △500 ― 0 ― 0.00

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有



  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

   

 

※ 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２Ｑ 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２Ｑ 154,940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２Ｑ 80,793,693株 24年２月期２Ｑ 80,796,609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３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２四半期連結累計期間（2012年３月１日から2012年８月31日まで）におけるわが国経済は、一部

に緩やかな景気回復の兆しがみられたものの、欧州の財政金融不安による海外経済の減速や円高の長期

化などから、個人消費は低調に推移いたしました。 

当社グループでは、第１四半期に引き続きショッピングセンターおよびＧＭＳ向け販売は堅調に推移

いたしましたが、主力販路である百貨店において５月以降の販売が低調に終わりました。特に、夏物ク

リアランス販売が全体として盛り上がりを欠き、値引き幅が拡大したことにより粗利率が当初予定に対

し悪化することとなりました。 

この結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は335億３千３百万円（前年同四半期

比1.6%増）、営業損失は24億２千９百万円(前年同四半期は23億６千７百万円の営業損失)、経常損失は

23億３千６百万円(前年同四半期は21億５千６百万円の経常損失)、四半期純損失は25億１千万円（前年

同四半期は27億６千４百万円の四半期純損失）となりました。 

  

(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の総資産は、前連結会計年度末に比べて25億２千１百万円減少し、356

億２千５百万円となりました。これは、受取手形及び売掛金の減少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３億９百万円減少し、154億９千３百万円となりました。これ

は、支払手形及び買掛金の減少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22億１千２百万円減少し、201億３千１百万円となりました。

これは、四半期純損失の計上に伴う利益剰余金の減少等によるものであります。 

  

(キャッシュ・フローの状況) 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による

キャッシュ・フローの減少が７億１千５百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少が３億３千

４百万円、財務活動によるキャッシュ・フローの増加が９百万円となりました。 

これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の資金残高は前連結会計年度末に比べて10億３千７百万

円減少し、87億４千３百万円となりました。 

  

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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2013年２月期通期連結業績予想につきましては、上期業績の進捗並びに、秋物販売の立ち上がりが遅

れるなど足元の状況を踏まえると、今後はさらに厳しい商況となることが予想されます。このようなこ

とから、2012年４月12日発表の予想数値を下記のとおり修正いたしました。 

なお、2012年９月27日に開示いたしました投資有価証券売却益約629百万円は、下記の予想数値に織

り込んでおります。 

  

 2013年２月期の連結業績予想数値の修正(2012年３月１日～2013年２月28日) 

 
  

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 

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。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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

前回発表予想(A)
百万円

78,200
百万円

700
百万円

900
百万円

700
円 銭 

8 66

今回修正予想(B) 76,600 △700 △500 0 0 00

増減額(B-A) △1,600 △1,400 △1,400 △700

増減率(%) △2.0 ― ― △100.0

（ご参考）前期実績
（2012年２月期）

74,603 △320 △39 △666 △8 25

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２四半期連結会計期間 
(2012年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,699 9,699

受取手形及び売掛金 8,949 6,398

有価証券 140 88

商品及び製品 7,653 7,749

仕掛品 610 927

原材料及び貯蔵品 710 732

繰延税金資産 － 2

その他 1,272 1,316

貸倒引当金 △123 △167

流動資産合計 29,912 26,748

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 7,494 7,601

減価償却累計額 △6,358 △6,466

建物及び構築物（純額） 1,135 1,134

機械装置及び運搬具 1,102 1,136

減価償却累計額 △884 △915

機械装置及び運搬具（純額） 218 221

土地 1,116 1,116

その他 2,660 2,695

減価償却累計額 △2,225 △2,255

その他（純額） 435 440

有形固定資産合計 2,906 2,912

無形固定資産   

その他 237 250

無形固定資産合計 237 250

投資その他の資産   

投資有価証券 2,203 2,697

差入保証金 2,416 2,414

繰延税金資産 20 19

その他 618 744

貸倒引当金 △167 △162

投資その他の資産合計 5,091 5,714

固定資産合計 8,234 8,877

資産合計 38,147 35,625
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(2012年２月29日) 

当第２四半期連結会計期間 
(2012年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,992 5,629

短期借入金 85 100

未払費用 2,716 2,411

未払法人税等 238 258

繰延税金負債 33 －

返品調整引当金 656 564

賞与引当金 89 105

その他 331 386

流動負債合計 10,143 9,454

固定負債   

繰延税金負債 150 365

退職給付引当金 4,831 4,970

役員退職慰労引当金 13 15

その他 663 688

固定負債合計 5,659 6,039

負債合計 15,803 15,493

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 △19,189

自己株式 △125 △125

株主資本合計 21,992 19,481

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 269 647

繰延ヘッジ損益 47 △47

為替換算調整勘定 △57 △55

その他の包括利益累計額合計 259 544

少数株主持分 91 105

純資産合計 22,343 20,131

負債純資産合計 38,147 35,625
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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 2011年３月１日 
 至 2011年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2012年３月１日 
 至 2012年８月31日) 

売上高 32,992 33,533

売上原価 19,292 19,627

売上総利益 13,699 13,905

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 2,295 2,157

貸倒引当金繰入額 20 △9

従業員給料 7,062 7,176

賞与引当金繰入額 80 77

退職給付費用 203 184

役員退職慰労引当金繰入額 2 2

福利厚生費 1,441 1,459

その他 4,960 5,286

販売費及び一般管理費合計 16,066 16,334

営業損失（△） △2,367 △2,429

営業外収益   

受取利息 8 9

受取配当金 37 43

受取地代家賃 235 162

その他 125 102

営業外収益合計 407 318

営業外費用   

支払利息 1 2

退職給付費用 67 67

持分法による投資損失 9 75

その他 118 79

営業外費用合計 196 224

経常損失（△） △2,156 △2,336

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   

固定資産売却損 153 －

減損損失 － 11

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 227 －

貸倒引当金繰入額 － 50

移転費用 － 42

その他 27 －

特別損失合計 605 104

税金等調整前四半期純損失（△） △2,762 △2,402
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 2011年３月１日 
 至 2011年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2012年３月１日 
 至 2012年８月31日) 

法人税、住民税及び事業税 44 92

法人税等調整額 △2 2

法人税等合計 41 94

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,804 △2,497

少数株主利益又は少数株主損失（△） △39 13

四半期純損失（△） △2,764 △2,510
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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 2011年３月１日 
 至 2011年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2012年３月１日 
 至 2012年８月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △2,804 △2,497

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 206 377

繰延ヘッジ損益 △113 △95

為替換算調整勘定 △63 11

持分法適用会社に対する持分相当額 △2 △8

その他の包括利益合計 25 285

四半期包括利益 △2,778 △2,211

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,738 △2,225

少数株主に係る四半期包括利益 △40 13
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 2011年３月１日 
 至 2011年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2012年３月１日 
 至 2012年８月31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損失（△） △2,762 △2,402

減価償却費 300 304

減損損失 － 11

貸倒引当金の増減額（△は減少） 20 38

受取利息及び受取配当金 △46 △52

支払利息 1 2

固定資産売却損益（△は益） 153 －

固定資産除却損 10 6

持分法による投資損益（△は益） 9 75

投資有価証券売却損益（△は益） － △38

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 197 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 10 16

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △324 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 166 140

売上債権の増減額（△は増加） 1,134 2,548

たな卸資産の増減額（△は増加） △876 △430

仕入債務の増減額（△は減少） △302 △360

その他の流動資産の増減額（△は増加） △230 △45

その他の流動負債の増減額（△は減少） △64 △337

その他 △329 △151

小計 △2,930 △675

利息及び配当金の受取額 49 56

利息の支払額 △1 △2

法人税等の支払額 △135 △94

営業活動によるキャッシュ・フロー △3,018 △715

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △504 △1,104

定期預金の払戻による収入 524 1,068

有形固定資産の取得による支出 △285 △277

有形固定資産の売却による収入 36 2

無形固定資産の売却による収入 － 13

投資有価証券の取得による支出 △5 －

投資有価証券の売却による収入 － 118

出資金の払込による支出 △45 △195

事業譲渡による支出 △485 －

貸付けによる支出 △71 △66

貸付金の回収による収入 73 83

その他 △42 22

投資活動によるキャッシュ・フロー △805 △334
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 2011年３月１日 
 至 2011年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 2012年３月１日 
 至 2012年８月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △5 15

自己株式の取得による支出 △0 △0

リース債務の返済による支出 △1 △5

財務活動によるキャッシュ・フロー △6 9

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,829 △1,037

現金及び現金同等物の期首残高 12,570 9,781

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,741 8,743
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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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

（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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