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1.2013年2月期第3四半期の連結業績（2012年2月21日～2012年11月20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 ％

2013年2月期第3四半期 16,807 △ 8.0 ―
2012年2月期第3四半期 18,268 20.3 △ 1,069 ―
（注）包括利益 2013年2月期第3四半期 △ 115 百万円 （―％） 2012年2月期第3四半期 百万円 （―％）

潜在株式調整後1株当たり四半期
純利益

円　銭 円　銭

2013年2月期第3四半期 ―
2012年2月期第3四半期 ―

(2)連結財政状態　　
総資産 純資産

百万円 百万円 ％

2013年2月期第3四半期

2012年2月期

△ 25.67

21,044 14,918
21,797

△ 1,790―

70.8

自己資本比率

△ 2,033

14,803 67.9

2012年12月25日

△ 519 △ 707

△ 64.98

―△ 1,228
△ 688 ――

2012年12月27日

1株当たり四半期純利益

（財）財務会計基準機構会員

（参考）自己資本 2013年2月期第3四半期　14,796百万円　　　 2012年2月期　14,907百万円

2.配当の状況

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

　　2012年2月期 ― ― 0.00
　　2013年2月期 ―
2013年2月期（予想） 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

3.2013年2月期の連結業績予想（2012年2月21日～2013年2月28日）
（％表示は、通期は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円　銭

通　　　　　期 23,500 － △810 △640 △970 － △35.18
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無　：  有
       2013年２月期は、12カ月８日の変則決算となりますので、通期の対前期増減率は記載しておりません。

0.00

－ －

１株当たり
当期純利益

― ―
0.00―

年間配当金



※　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

( 連結範囲の変更に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） 株 株

   ② 期末自己株式数 株 株

   ③ 期中平均株式数（四半期累計） 株 株

 ※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

 2013年２月期３Ｑ

 2013年２月期３Ｑ

 2012年２月期

 2012年２月期

 2012年２月期３Ｑ

27,711,028

138,433

27,557,816

本資料に記載されている業績見通し等に関する記述は、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、四半期決算短信（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。

27,711,028

153,910

27,557,200

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。

 2013年２月期３Ｑ
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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 

当第３四半期連結累計期間(2012 年 2月 21 日～2012 年 11 月 20 日)におけるファッションアパレル業

界は、個人所得の伸び悩みや厳しい雇用情勢による個人消費の先行き不透明感のほかに、夏のバーゲン

セール開始時期の分散化や記録的な残暑による消費動向への影響などにより、厳しい事業環境で推移し

ました。 

上半期においては、前期から継続の構造改革を進めたこと、市場動向に左右されず自ら積極的な仕掛

けをしたことが功を奏し、収益力の回復につながりました。特に、メンズの好調により主力の「ｉｋｋ

ａ」が堅調に推移し、全社を牽引しました。また、各ブランドのアウトレット機能と、これらを補完す

るオリジナル商品群でお買い得感を提案する業態「CURRENT」の成長などが大きく採算改善に貢献しま

した。「ＬＢＣ」はコンセプト、出店立地を見直し、マーチャンダイジングの強化など内部充実を進め

た結果、エキナカなど都市部出店店舗の坪当り売上高は郊外店舗に比べて、５割ほど高く推移しました。

「VENCE EXCHANGE」は、４月に旗艦店のダイバーシティ東京店を開店し、また、中国出店も加速しまし

た。 

当第３四半期においては、売上高増加による販管費率の改善、商品回転率向上による売上総利益率の

改善を実現することで収益構造を黒字体質に転換することを目指しました。このために、上半期の成功

事例を継続しながら、事業構造改革とマーチャンダイジング構造改革の推進を政策の機軸として取り組

みました。事業構造改革では、「ｉｋｋａ」を主軸として売上高構成比を再設計する方針に基づき、「ｉ

ｋｋａ」店舗を 22 店舗改装しました。また、立地・客層に合わせ、他ブランドから「CURRENT」店舗へ

の業態変更を９店舗実施しました。マーチャンダイジング構造改革ではファッション動向への連動と高

荒利益率商品ラインの拡大を柱に、メンズアパレル及び服飾雑貨の更なる販売拡大を図り、売上高構成

比を見直してまいりました。 

しかしながら、夏のバーゲン後ろ倒しの影響による夏物消化の遅れ、記録的残暑の影響による秋物販

売の低迷、在庫処分による荒利益率低下などにより、業績は第３四半期に入って大変厳しい状況で推移

しました。11月中旬以降は気温の低下とともに秋冬物の動きが活発化し、売上高は回復基調となりまし

たが、売上高および営業利益ともに、計画を大幅に下回ることとなりました。 

一方、販管費は当初計画から上半期に約３億 65 百万円を削減、下半期には更なる削減を見込んでい

るなど、ローコストオペレーションを一層強化してまいりましたが、売上総利益のマイナスをカバーす

るには至りませんでした。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は 168 億７百万円（前年同期比 92.0％）、営業損失

は６億 88 百万円(前年同期は営業損失 12 億 28 百万円）、経常損失は５億 19 百万円（前年同期は経常損

失 10 億 69 百万円）、四半期純損失は７億７百万円（前年同期は四半期純損失 17 億 90 百万円）となり

ました。 

 

イオングループが掲げる４つのメガトレンド(「アジアシフト」「都市シフト」「シニアシフト」「デジ

タルシフト」)への対応について、当社も積極的に取り組んでまいりました。 

「アジアシフト」については、中国国内５エリア(「北京・天津」「青島」「華東」「広東」「華南」)に

ドミナント形成を進めており、11 月 20 日時点の店舗数は 26 店舗であります。中国国内では、メイン業

態として「VENCE EXCHANGE」、サブ業態として「ｉｋｋａ」を展開しております。 
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「都市シフト」については、当第３四半期累計期間における東京都内、政令指定都市店舗の売上高は

全社の 32.4％を占め、売上高前年比は 115.6％となりました。今後もエキナカ・エキチカ、駅ビル、フ

ァッションビルへの出店開拓、改装を更に積極的に進めてまいります。 

「シニアシフト」については、グランド・ジェネレーションズ業態「GRAND PHASE」を「ｉｋｋａ」

の中で実験拡大してまいりました。当第３四半期末時点における「GRAND PHASE」展開店舗は、40 店舗

に達しております。また、10 月には、イオンモール浦和美園ショッピングセンターに単独出店１号店を

開設しました。 

「デジタルシフト」については、当社で運営している「チキュートオンラインショップ」に加え、他

社サイトへのチャネル拡大を進めてまいりました。８月に Amazon へ出店、９月にはイオンモールオン

ライン、楽天へ出店しました。今後もオンラインショップでの売上拡大を図ると同時に、リアル店舗へ

の送客手段としての役割も積極的に果たしてまいります。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は 217 億 97 百万円となり、前連結会計年度末と比べ７億 53 百

万円増加しました。増減の主な内容は、たな卸資産が７億 94 百万円、有形固定資産が７億 72 百万円、

保有株式の時価の変動により投資有価証券が９億５百万円それぞれ増加し、関係会社預け金が 18 億 50

百万円減少したこと等によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の負債は 69 億 94 百万円となり、前連結会計年度末と比べ８億 68 百万

円増加しました。増加の主な内容は、繰延税金負債が３億 14 百万円、その他の流動負債が２億 77 百万

円それぞれ増加したこと等によるものであります。 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は 148 億３百万円となり、前連結会計年度末と比べ１億 15 百

万円減少しました。増減の主な内容は、資本剰余金が 17 億 85 百万円減少し、利益剰余金が 10 億 76 百

万円、保有株式の時価の変動によりその他有価証券評価差額金が５億 90 百万円それぞれ増加したこと

等によるものであります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

2013 年２月期の業績予想につきましては、2012 年４月５日の決算発表時に公表しました業績予想を

修正しております。修正の内容ならびに修正の理由につきましては、本日別途公表しております「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）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

 

（２）四半期連結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。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。 
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（４）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 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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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：千円)

前連結会計年度 
(2012年２月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(2012年11月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 731,647 942,303

受取手形及び売掛金 31,645 78,697

売上預け金 745,496 1,109,260

たな卸資産 2,718,574 3,513,544

未収入金 560,464 354,437

関係会社預け金 6,100,000 4,250,000

その他 318,481 149,942

貸倒引当金 △12,705 △4,619

流動資産合計 11,193,604 10,393,566

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,074,092 1,821,422

その他（純額） 184,773 209,920

有形固定資産合計 1,258,865 2,031,342

無形固定資産 287,505 248,890

投資その他の資産   

投資有価証券 4,754,761 5,660,387

差入保証金 3,433,910 3,334,213

その他 128,781 138,939

貸倒引当金 △12,650 △9,378

投資その他の資産合計 8,304,803 9,124,161

固定資産合計 9,851,173 11,404,395

資産合計 21,044,777 21,797,961

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,228,811 1,851,525

電子記録債務 － 1,446,769

未払法人税等 175,564 111,790

賞与引当金 48,966 212,099

役員業績報酬引当金 － 15,571

店舗閉鎖損失引当金 30,193 15,617

ポイント引当金 7,154 3,264

資産除去債務 29,351 11,311

その他 1,352,905 1,630,513

流動負債合計 4,872,945 5,298,462

固定負債   

退職給付引当金 135,173 204,440

繰延税金負債 851,149 1,165,859

資産除去債務 243,302 308,113

その他 23,575 17,779

固定負債合計 1,253,201 1,696,192

負債合計 6,126,146 6,994,655
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(2012年２月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(2012年11月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,503,148 4,503,148

資本剰余金 10,863,713 9,077,876

利益剰余金 △1,944,988 △868,919

自己株式 △66,208 △59,471

株主資本合計 13,355,665 12,652,634

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,575,754 2,166,562

為替換算調整勘定 △23,890 △22,581

その他の包括利益累計額合計 1,551,864 2,143,981

新株予約権 11,101 6,690

純資産合計 14,918,630 14,803,306

負債純資産合計 21,044,777 21,797,961
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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 2011年２月21日 
 至 2011年11月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 2012年２月21日 
 至 2012年11月20日) 

売上高 18,268,741 16,807,696

売上原価 8,598,286 7,419,573

売上総利益 9,670,455 9,388,123

販売費及び一般管理費 10,898,814 10,076,966

営業損失（△） △1,228,359 △688,842

営業外収益   

受取利息 16,569 11,506

受取配当金 127,406 135,068

為替差益 1,143 1,618

仕入割引 4,923 3,916

その他 10,243 19,836

営業外収益合計 160,287 171,947

営業外費用   

消費税等調整額 895 631

その他 618 1,824

営業外費用合計 1,513 2,455

経常損失（△） △1,069,585 △519,351

特別利益   

店舗閉鎖損失引当金戻入額 25,234 －

貸倒引当金戻入額 13,232 －

固定資産売却益 10,790 －

その他 2,312 －

特別利益合計 51,569 －

特別損失   

固定資産除却損 58,885 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 200,564 －

投資有価証券評価損 40,600 －

減損損失 59,089 87,896

店舗閉鎖損失引当金繰入額 38,721 －

退店違約金 11,997 －

災害による損失 70,863 －

その他 15,036 －

特別損失合計 495,757 87,896

税金等調整前四半期純損失（△） △1,513,774 △607,247

法人税、住民税及び事業税 112,442 100,241

法人税等調整額 164,559 △109

法人税等合計 277,002 100,132

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,790,776 △707,379

四半期純損失（△） △1,790,776 △707,379
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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 2011年２月21日 
 至 2011年11月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 2012年２月21日 
 至 2012年11月20日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,790,776 △707,379

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △239,223 590,808

為替換算調整勘定 △3,771 1,308

その他の包括利益合計 △242,995 592,116

四半期包括利益 △2,033,771 △115,262

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △2,033,771 △115,262

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 （３）継続企業の前提に関する注記

　 当第３四半期連結累計期間（自　2012年２月21日　至　2012年11月20日）
　 　該当事項はありません。

 （４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　 当第３四半期連結累計期間（自　2012年２月21日　至　2012年11月20日）
　　 該当事項はありません。
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