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1.  平成25年1月期第3四半期の連結業績（平成24年2月1日～平成24年10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1月期第3四半期 6,994 △6.4 △195 ― △179 ― △197 ―
24年1月期第3四半期 7,475 △9.5 32 △86.3 46 △82.0 △180 ―

（注）包括利益 25年1月期第3四半期 △197百万円 （―％） 24年1月期第3四半期 △178百万円 （―％）

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1月期第3四半期 △18.88 ―
24年1月期第3四半期 △17.25 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年1月期第3四半期 9,026 7,147 78.9
24年1月期 9,854 7,449 75.3
（参考） 自己資本   25年1月期第3四半期  7,126百万円 24年1月期  7,423百万円

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

24年1月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00
25年1月期 ― 0.00 ―
25年1月期（予想） 10.00 10.00

3. 平成25年 1月期の連結業績予想（平成24年 2月 1日～平成25年 1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  ：  無   

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 10,652 △0.6 230 10.9 265 11.0 66 ― 6.32



(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
半期連結財務諸表のレビュー手続は完了しておりません。 

※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異なる結果となる場合があります。 
業績予想に関する事項は、添付資料３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。 

※  注記事項

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） 25年1月期3Q 10,834,000 株 24年1月期 10,834,000 株
② 期末自己株式数 25年1月期3Q 390,500 株 24年1月期 390,500 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年1月期3Q 10,443,500 株 24年1月期3Q 10,443,500 株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興に向けた施策等による緩やか

な持ち直しは見られたものの、欧州の債務問題の長期化や中国経済の減速等により、景気の先行きには

不透明感があり、依然として厳しい景況感の中で推移いたしました。 

 当アパレルないし小売業界におきましては、従来からの低価格志向・節約志向への意識は引続き強

く、厳しい経営環境が続いております。 

 このような状況のなか、当第３四半期連結累計期間において、直営店の出店４店舗、退店８店舗を行

い、直営店舗数は４店舗減少の110店舗(前年同四半期末121店舗)となりました。 

売上高につきましては、不採算店・低採算店の退店を行ってきたことにより店舗数が減少したこと、

四季の到来のずれこみ等の気象要件に加え、ブランドの差別化を図ることを目的としたデザイン重視の

商品化に取組んだものの市場での売れ筋商品に対する対応が不足したことにより、前年同四半期に比べ

減少となりました。一方、販売費及び一般管理費も、同様に店舗数及び売上高の減少に伴い前年同四半

期に比べ減少となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高6,994百万円(前年同四半期比6.4％減）、営業損失

195百万円(前年同四半期 営業利益32百万円)、経常損失179百万円(前年同四半期 経常利益46百万円)、

四半期純損失197百万円(前年同四半期 四半期純損失180百万円)となりました。 

  

① 資産 

当第３四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827百万円減少し9,026百

万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金の減少158百万円、保険積立金の減少946百万円

等に対し、現金及び預金の増加447百万円等によるものであります。 

② 負債 

当第３四半期連結会計期間末における負債は、前連結会計年度末に比べ525百万円減少し1,879百万

円となりました。これは主に、買掛金の減少218百万円、長期未払金の減少280百万円等によるもので

あります。 

③ 純資産 

当第３四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べ302百万円減少し7,147百

万円となりました。これは主に、利益剰余金の配当金104百万円、四半期純損失197百万円等によるも

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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平成25年１月期の連結業績予想につきましては、平成24年９月６日に公表いたしました業績予想の修

正からの見直しは行っておりません。 

市場環境は厳しい状況が続いており、当企業集団の取扱う衣料品や雑貨などのファッション商品は、

気象条件により売上が変動しやすく、天候不順等の気象条件が業績に影響を及ぼす可能性があります。

また、当業界においては、第４四半期に連結会計期間にバーゲンセール期間があり、その動向により、

売上高及び売上総利益が変動し業績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

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。   

  

該当事項はありません。  

  

（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）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

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年10月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,733,177 5,180,544

受取手形及び売掛金 713,978 555,713

商品 633,767 499,677

原材料及び貯蔵品 7,854 7,490

その他 112,353 277,892

貸倒引当金 △41 △8,476

流動資産合計 6,201,089 6,512,842

固定資産   

有形固定資産 457,884 438,206

無形固定資産 10,975 8,852

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,390,783 1,344,568

保険積立金 946,164 －

その他 916,181 796,868

貸倒引当金 △69,000 △74,648

投資その他の資産合計 3,184,130 2,066,789

固定資産合計 3,652,990 2,513,848

資産合計 9,854,080 9,026,691

負債の部   

流動負債   

買掛金 948,914 730,397

短期借入金 220,000 220,000

未払法人税等 58,184 16,661

引当金 28,240 71,191

その他 403,741 361,790

流動負債合計 1,659,080 1,400,041

固定負債   

長期未払金 289,787 9,080

退職給付引当金 244,745 267,120

資産除去債務 211,034 203,143

固定負債合計 745,566 479,343

負債合計 2,404,646 1,879,385

㈱ナイスクラップ（7598)　平成25年１月期　第３四半期決算短信

－4－



(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成24年１月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年10月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 768,520 768,520

資本剰余金 807,750 807,750

利益剰余金 6,017,600 5,715,963

自己株式 △126,904 △126,904

株主資本合計 7,466,966 7,165,329

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △41,999 △37,751

為替換算調整勘定 △1,395 △1,445

その他の包括利益累計額合計 △43,394 △39,196

少数株主持分 25,862 21,173

純資産合計 7,449,433 7,147,306

負債純資産合計 9,854,080 9,026,691
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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３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年10月31日) 

売上高 7,475,544 6,994,468

売上原価 3,052,791 3,005,951

売上総利益 4,422,752 3,988,517

販売費及び一般管理費 4,390,022 4,184,340

営業利益又は営業損失（△） 32,729 △195,823

営業外収益   

受取利息 3,048 2,236

為替差益 － 3,481

持分法による投資利益 16,589 －

保険解約返戻金 － 16,534

その他 3,554 4,242

営業外収益合計 23,192 26,494

営業外費用   

支払利息 2,427 2,435

投資事業組合運用損 6,182 1,753

為替差損 446 －

持分法による投資損失 － 5,664

その他 272 80

営業外費用合計 9,328 9,934

経常利益又は経常損失（△） 46,593 △179,263

特別損失   

固定資産除却損 14,127 9,961

減損損失 50,321 20,536

賃貸借契約解約損 2,414 －

投資有価証券評価損 29,510 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 190,542 －

特別損失合計 286,915 30,497

税金等調整前四半期純損失（△） △240,321 △209,760

法人税、住民税及び事業税 47,308 46,752

法人税等調整額 △106,572 △54,622

法人税等合計 △59,263 △7,870

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △181,057 △201,890

少数株主損失（△） △859 △4,688

四半期純損失（△） △180,198 △197,201
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：千円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年２月１日 
 至 平成23年10月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月１日 
 至 平成24年10月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △181,057 △201,890

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 3,763 4,248

持分法適用会社に対する持分相当額 △1,040 △50

その他の包括利益合計 2,722 4,197

四半期包括利益 △178,335 △197,692

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △177,475 △193,003

少数株主に係る四半期包括利益 △859 △4,688
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該当事項はありません。  

  

Ⅰ  前第３四半期連結累計期間(自  平成23年２月１日  至  平成23年10月31日) 

当社グループは、衣料品販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。 

  

Ⅱ  当第３四半期連結累計期間(自  平成24年２月１日  至  平成24年10月31日) 

当社グループは、衣料品販売事業の単一セグメントであるため、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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自己株式の取得及び自己株式の公開買付け 

当社は、平成24年10月19日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適

用される同法第156条第１項及び当社定款の規定に基づく自己株式の取得及びその具体的な取得方法とし

て、自己株式の公開買付けを行うことを決議し、以下のとおり実施いたしました。 

  

①自己株式の取得及び自己株式の公開買付けの目的 

当社は、当社第二位株主である菊地博已氏(以下、「菊地氏」という)から、菊地氏、菊地氏が取

締役を務める有限会社キイ・ライン、菊地氏の配偶者である菊地友子氏及び菊地氏の子である菊地

舞氏のそれぞれが保有する全株式を売却する意向がある旨の連絡を受けたため、当社株式の流動性

及び市場価格への影響、並びに当社の財務状態を総合的に勘案し、当該株式を自己株式として取得

することを検討しました。その結果、当社が自己株式として取得することは、当社の資本効率の向

上に寄与し、株主に対する利益還元に繋がること、また、当社の財務状態や配当方針に大きな影響

を与えないこと等から、かかる自己株式の取得を決議しました。 

また、自己株式の具体的な取得方法については、株主間の平等性、取引の透明性等の観点から公

開買付けの手法が適切であると判断しました。 

  

②自己株式の取得に関する決議事項(平成24年10月19日) 

・ 取得する株式の種類   普通株式 

・ 取得する株式の総数   2,410,000株(上限) 

              (発行済株式総数に対する割合 22.24％) 

・ 取得価額の総額     735,050千円(上限) 

・ 取得する期間      平成24年10月22日(月曜日)から平成24年12月28日(金曜日)まで 

  

③公開買付けの概要 

・ 買付け予定数      2,400,000株 

・ 買付け価格       普通株式１株につき305円 

・ 買付け期間       平成24年10月22日(月曜日)から平成24年11月16日(金曜日)まで 

  

④公開買付けの結果 

・ 応募株式数       2,249,780株 

・ 買付け総数       2,249,780株 

  

⑤自己株式の取得結果 

・ 取得した株式の種類   普通株式 

・ 取得した株式の総数   2,249,780株 

・ 取得価額の総額     686,182千円 

・ 取得日         平成24年12月11日 

なお、上記公開買付けをもって自己株式の取得は終了いたしました。 

（６）重要な後発事象
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