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1.  平成25年2月期第3四半期の業績（平成24年3月1日～平成24年11月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(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3四半期 5,263 1.6 200 101.9 194 130.2 90 ―
24年2月期第3四半期 5,180 1.8 99 762.3 84 ― △95 ―

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3四半期 11,488.62 ―
24年2月期第3四半期 △12,068.44 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第3四半期 4,112 2,188 53.2
24年2月期 3,745 2,116 56.5
（参考） 自己資本   25年2月期第3四半期  2,188百万円 24年2月期  2,116百万円

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2月期 ― 0.00 ― 2,500.00 2,500.00
25年2月期 ― 0.00 ―
25年2月期（予想） 3,000.00 3,000.00

3. 平成25年 2月期の業績予想（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  ：  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 7,550 4.0 260 25.3 240 27.1 100 ― 12,664.64



(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 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

※  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3Q 9,750 株 24年2月期 9,750 株
② 期末自己株式数 25年2月期3Q 1,854 株 24年2月期 1,854 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期3Q 7,896 株 24年2月期3Q 7,896 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 
本決算に掲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、四半期
決算短信（添付資料）３ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期累計期間（平成24年３月１日～平成24年11月30日）におけるわが国経済は、震災復興需要等を背景 

 に、一時的な持ち直しが見られたものの、欧州の債務問題の深刻化や新興国の成長鈍化など世界的な経済減速の影 

 響もあり、景気は足踏み状態となりました。 

  小売業界におきましては、所得や雇用に対する不安などから消費は節約志向が続き、また、春から初夏にかけて 

 の低気温や、記録的な残暑など天候不順の影響もあり経営環境は引き続き厳しい状況で推移いたしました。 

  このような状況のもと、当社は、「METHOD既存店の更なる強化」と「流儀圧搾事業の拡大と収益力の改善」を柱 

 として、業績の向上に取り組んでまいりました。 

  販売面におきましては、METHOD事業では、店長が率先して接客販売を行うことを徹底し、店舗の販売力とサービ 

 ス力の向上に努めるとともに、日々の販売活動の情報を活かした店舗発注による品揃えの強化を進めてまいりまし 

 た。しかしながら、記録的な残暑による秋冬物の立上りの遅れなどもあり、METHOD事業の当第３四半期累計期間の 

 既存店売上高前年比は、100.0%と前年並みにとどまりました。 

  流儀圧搾事業では、各エリアのリーダーが直属店舗の販売強化を行い、その成果をエリア内へ普及させることに 

 より各店舗における販売力のレベルアップを推進するとともに、ブランド力の向上を目指して「和の文化とファッ 

 ションを提案するショップ」としてのスタッフの意識向上に努め、また、独自性の高い商品、付加価値の高い商品 

 など「流儀圧搾」ならではの商品展開を実施することにより、利益体質の強化を図ってまいりました。新店につき 

 ましては当第３四半期累計期間において４店舗を出店し、事業の拡大を進めてまいりました。その結果、流儀圧搾 

 事業の当第３四半期累計期間の売上高前年比は112.3％と前年を上回りましたが、客数が伸び悩んだこともあり、 

 既存店売上高前年比は98.9％となりました。また、流儀圧搾事業の売上総利益率につきましては52.2%となり前年 

 を2.1ポイント上回りました。 

  以上の結果、全社の売上高前年比は101.6％、既存店売上高前年比は99.8％となりました。 

  商品面におきましては、荒利率の改善をテーマとして取り組んでまいりました。商品構成の見直しを図り、シャ 

 ツ、カットソー、アウターなどメインとなる商品群の品揃えを強化するとともに、適時適量な商品発注の徹底およ 

 び価格設定の見直しを図り、商品投入コントロールの精度向上に努めてまいりました。その結果、当第３四半期累 

 計期間の売上総利益率については50.5％と、前年を1.3ポイント上回りました。 

  店舗戦略におきましては、新店では「METHOD」１店舗、「流儀圧搾」４店舗の合計５店舗を出店いたしました。 

 その結果、当第３四半期会計期間末の店舗数は「METHOD」41店舗、「流儀圧搾」29店舗「METHOD COMFORT」２店舗 

（アウトレット店）、「AGIT POINT」１店舗、「誓文払い」１店舗（アウトレット店）の合計74店舗となりました。 

  また、既存店では、販売力の強化を図るため「METHOD」３店舗、流儀圧搾２店舗の合計５店舗の改装を実施いた 

 しました。 

   以上の結果、当第３四半期累計期間における売上高は52億63百万円（前年同期比1.6％増）、営業利益は２億円 

  （前年同期比101.9％増）、経常利益は194百万円（前年同期比130.2％増）、四半期純利益は90百万円（前年同期比 

   186百万円増）となりました。  

  

（２）財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

  当第３四半期会計期間末における流動資産は26億81百万円となり、前事業年度末に比べ３億98百万円増加いたし 

 ました。これは主に現金及び預金の減少１億２百万円、繰延税金資産の減少60百万円、売掛金の増加２億30百万円 

 商品の増加３億21百万円等によるものであります。固定資産は14億30百万円となり、前事業年度末に比べ31百万円 

 減少いたしました。これは主に無形固定資産の減少19百万円、敷金及び保証金の減少11百万円等によるものであり 

 ます。 

   この結果、総資産は41億12百万円となり、前事業年度末に比べ３億66百万円増加いたしました。  

  

（負債） 

  当第３四半期会計期間末における流動負債は15億13百万円となり、前事業年度末に比べ４億61百万円増加いたし 

 ました。これは主に買掛金の増加３億75百万円、未払費用の増加83百万円等によるものであります。固定負債は４ 

 億10百万円となり、前事業年度末に比べ１億66百万円減少いたしました。これは主に長期借入金の減少１億34百万 

 円、リース債務の減少23百万円等によるものであります。 

  この結果、負債合計は19億23百万円となり、前事業年度末に比べ２億94百万円増加いたしました。  

  

（純資産） 

  当第３四半期会計期間末における純資産合計は21億88百万円となり、前事業年度末に比べ72百万円増加いたしま 

 した。これは主に利益剰余金の増加70百万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



  

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

 平成24年10月４日の第２四半期決算短信で発表いたしました平成25年２月期の業績予想について変更はございま 

せん。 

    なお、今後の経営環境等の変化により、業績予想について見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示いた 

   します。 

   

   

（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 

  該当事項はありません。 

   

（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。 

  

  

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



３．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,152,774 1,050,325

売掛金 246,121 476,677

商品 756,075 1,077,936

繰延税金資産 90,732 30,123

その他 40,129 49,665

貸倒引当金 △2,508 △3,008

流動資産合計 2,283,324 2,681,719

固定資産   

有形固定資産   

建物 909,881 901,227

減価償却累計額 △577,592 △575,845

建物（純額） 332,288 325,381

工具、器具及び備品 170,229 185,988

減価償却累計額 △127,900 △135,123

工具、器具及び備品（純額） 42,329 50,865

建設仮勘定 6,712 －

有形固定資産合計 381,331 376,247

無形固定資産   

ソフトウエア 13,630 18,771

リース資産 86,760 65,070

その他 6,000 3,150

無形固定資産合計 106,390 86,991

投資その他の資産   

投資有価証券 43,290 45,180

長期貸付金 73,216 70,922

長期前払費用 17,090 12,543

繰延税金資産 47,516 54,631

敷金及び保証金 866,483 855,063

貸倒引当金 △73,216 △70,922

投資その他の資産合計 974,379 967,418

固定資産合計 1,462,101 1,430,657

資産合計 3,745,425 4,112,376



（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年２月29日) 

当第３四半期会計期間 
(平成24年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 117,695 81,179

買掛金 171,896 547,471

短期借入金 250,000 250,000

1年内返済予定の長期借入金 184,892 181,152

リース債務 30,669 31,361

未払費用 167,263 250,831

未払法人税等 20,751 21,774

賞与引当金 50,300 27,400

役員賞与引当金 5,230 13,215

資産除去債務 － 5,552

その他 53,352 103,128

流動負債合計 1,052,052 1,513,066

固定負債   

長期借入金 324,894 189,965

役員退職慰労引当金 31,565 31,565

リース債務 56,154 32,563

資産除去債務 164,261 156,528

固定負債合計 576,875 410,621

負債合計 1,628,927 1,923,687

純資産の部   

株主資本   

資本金 245,000 245,000

資本剰余金 415,193 415,193

利益剰余金 1,604,931 1,675,905

自己株式 △150,446 △150,446

株主資本合計 2,114,677 2,185,651

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,820 3,037

評価・換算差額等合計 1,820 3,037

純資産合計 2,116,498 2,188,689

負債純資産合計 3,745,425 4,112,376



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

売上高 5,180,923 5,263,189

売上原価 2,634,328 2,607,418

売上総利益 2,546,594 2,655,770

販売費及び一般管理費 2,447,113 2,454,877

営業利益 99,481 200,893

営業外収益   

受取利息 1,495 1,467

受取配当金 445 445

貸倒引当金戻入額 － 1,795

固定資産処分益 － 2,000

その他 1,239 1,063

営業外収益合計 3,180 6,771

営業外費用   

支払利息 18,035 13,236

その他 228 153

営業外費用合計 18,264 13,390

経常利益 84,398 194,273

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,752 －

特別利益合計 1,752 －

特別損失   

固定資産除却損 13,000 9,015

店舗閉鎖損失 3,851 －

減損損失 6,953 22,496

貸倒損失 15,897 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 109,117 －

その他 － 741

特別損失合計 148,820 32,253

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △62,670 162,019

法人税、住民税及び事業税 9,952 18,485

法人税等調整額 22,669 52,820

法人税等合計 32,622 71,305

四半期純利益又は四半期純損失（△） △95,292 90,714



 該当事項はありません。 

   

   

    当社は、衣料品小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。 

   

   

 当社は、平成24年５月25日開催の定時株主総会決議に基づき、平成24年５月25日をもって下記のとおり、剰余金

の処分を行いました。 

（剰余金の処分に関する事項） 

①減少する剰余金の項目及びその額  

  別途積立金   50,000,000円 

②増加する剰余金の項目及びその額 

 繰越利益剰余金 50,000,000円 

   

   

（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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