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1.  平成26年2月期第2四半期の業績（平成25年3月1日～平成25年8月31日） 

（注）当社は、平成25年９月１日付で普通株式１株につき普通株式100株の株式分割を行っております。これに伴い、１株当たり四半期純利益は当該分割が前事
業年度の期首に行われたものと仮定して算定しております。 

(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 ％

26年2月期第2四半期 3,380 △3.9 △18 ― △22 ― △36 ―
25年2月期第2四半期 3,519 2.3 147 136.7 143 175.3 75 ―

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

26年2月期第2四半期 △45.85 ―
25年2月期第2四半期 95.97 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年2月期第2四半期 3,845 2,165 56.3
25年2月期 3,753 2,223 59.2
（参考） 自己資本   26年2月期第2四半期  2,165百万円 25年2月期  2,223百万円

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  
当社は平成25年９月１日付で普通株式１株につき普通株式100株の株式分割を行っております。平成26年２月期（予想）の年間配当金は、当該株式分割を考慮
した額を記載しております。 

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

25年2月期 ― 0.00 ― 4,000.00 4,000.00
26年2月期 ― 0.00
26年2月期（予想） ― 45.00 45.00

3. 平成26年 2月期の業績予想（平成25年 3月 1日～平成26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  
当社は平成25年９月１日付で普通株式１株につき普通株式100株の株式分割を行っております。１株当たり当期純利益は、当該株式分割を考慮した額を記載し
ております。 

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 7,680 4.7 190 △36.7 180 △38.1 50 △56.4 63.32



(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）当社は、平成25年９月１日付で普通株式１株につき普通株式100株の株式分割を行っております。これに伴い、株式数は当該分割が前事業年度の期
首に行われたものと仮定して算定しております。 

※  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） 26年2月期2Q 975,000 株 25年2月期 975,000 株
② 期末自己株式数 26年2月期2Q 185,400 株 25年2月期 185,400 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期2Q 789,600 株 25年2月期2Q 789,600 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 
本資料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２四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策の効果もあり、輸出関連企業を中心に景気回 

 復の傾向が見られました。しかしながら、個人消費につきましては、高額品など一部に回復の兆しが見られたもの 

 の、消費全般では慎重な購買姿勢が続いており、小売業界は引き続き厳しい経営環境で推移いたしました。 

  このような状況のもと、当社は、販売面におきましては、「METHOD事業の販売力の向上」と「流儀圧搾事業の収 

 益構造の改善」を方針として取り組みを進めてまいりました。 

  METHOD事業では、接客サービスの向上によるプロパー販売の強化と、ボトム・雑貨の強化をテーマとして取り組 

 んでまいりましたが、具体的な成果を出すには到らず、また、品揃え面では顧客層の拡大を目指し、デザイン性を 

 重視した商品やキャラクター物など若い世代に対応する商品を拡充いたしましたが、既存の客層の中でもボリュー 

 ムのある30代の顧客への対応が手薄になったことにより、客数減を招き、既存店客数前年比は91.1％、既存店売上 

 高前年比は90.8%となりました。 

  流儀圧搾事業では、各エリアを統括するリーダーが、プレイングマネージャーとして自店舗の収益改善を行い、 

 その成果をエリア内各店舗へ普及することにより、事業としての収益構造の改善を目指しました。しかしながら、 

 売上・荒利等の具体的数値改善を進めることができず、また、常連顧客に対応する変化のある品揃えが不足したこ 

 ともあり、既存店客数前年比は91.2％、既存店売上高前年比は、89.9%となりました。 

  以上の結果、全社の売上高前年比は96.1％、既存店売上高前年比は90.6％となりました。 

  商品面におきましては、品質の向上と荒利率の改善をテーマとして取り組んでまいりました。品質の向上では、 

 外部コンサルタントを導入し、品質管理のノウハウを自社に定着させる取り組みを進めております。 

  荒利率の改善では、在庫コントロール面で、商品在庫を前年同月比で27百万円削減し、１坪当り在庫を前年同月 

 比で18千円削減の167千円として改善を図りましたが、売上が計画を下回ったことや原価の上昇などの要因もあり、

 当第２四半期累計期間の売上総利益率は49.8％と、前年を0.9ポイント下回る結果となりました。 

  店舗戦略におきましては、「METHOD」３店舗、「流儀圧搾」４店舗、合計７店舗の新店を出店する一方で、 

 「METHOD」１店舗を閉店いたしました。その結果、当第２四半期累計期間末の店舗数は「METHOD」42店舗、「流儀 

 圧搾」32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78店舗となりました。 

  また、既存店の販売力の強化を図るため「METHOD」３店舗の改装を実施いたしました。 

  新規事業におきましては、前期の３月にスタートしたネット販売事業、および、10月にスタートしたシンガポー 

 ルの卸売事業も順調に推移しており、今後の成長を目指して育成してまいります。 

  以上の結果、当第２四半期累計期間における売上高は33億80百万円（前年同期比3.9％減）、営業損失は18百万 

 円（前年同期比165百万円損失増）、経常損失は22百万円（前年同期比165百万円損失増）、当期純損失は36百万円 

 （前年同期比111百万円損失増）となりました。 

   

   

（２）財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の状況 

（資産） 

  当第２四半期会計期間末における流動資産は22億95百万円となり、前事業年度末に比べ７百万円増加いたしまし 

 た。これは主に現金及び預金の減少37百万円、商品の減少95百万円、売掛金の増加１億34百万円等によるものであ 

 ります。固定資産は15億43百万円となり、前事業年度末に比べ78百万円増加いたしました。これは主に繰延税金資 

 産の減少11百万円、有形固定資産の増加63百万円、敷金及び保証金の増加26百万円等によるものであります。 

   この結果、総資産は38億45百万円となり、前事業年度末に比べ91百万円増加いたしました。  

  

（負債） 

  当第２四半期会計期間末における流動負債は10億36百万円となり、前事業年度末に比べ１億42百万円減少いたし 

 ました。これは主に支払手形の減少70百万円、設備関係支払手形の減少27百万円、未払法人税等の減少47百万円等 

 によるものであります。固定負債は６億43百万円となり、前事業年度末に比べ２億92百万円増加いたしました。 

 これは主に社債の増加２億円、長期借入金の増加１億２百万円等によるものであります。 

  この結果、負債合計は16億80百万円となり、前事業年度末に比べ１億49百万円増加いたしました。   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（純資産） 

  当第２四半期会計期間末における純資産合計は21億65百万円となり、前事業年度末に比べ58百万円減少いたしま 

 した。これは主に利益剰余金の減少67百万円等によるものであります。 

  

   

 ②キャッシュ・フローの状況 

    当第２四半期会計期間末における現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、営業活動により１億１百万円 

 減少、投資活動により２億43百万円減少、財務活動により３億８百万円増加し、11億47百万円となり、前事業年度 

 末と比較して37百万円の減少となりました。 

   また、当第２四半期累計期間におけるキャッシュ・フローの状況につきましては、以下のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

   営業活動の結果、減少した資金は１億１百万円となりました。 

  これは主に税引前四半期純損失38百万円に、償却費等の内部留保の合計92百万円による資金の増加、売上債権の増 

 加による資金の減少１億34百万円、仕入債務の減少による資金の減少83百万円等によるものであります。  

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

   投資活動の結果、減少した資金は２億43百万円となりました。 

  これは主に敷金及び保証金の回収による収入22百万円、固定資産の取得による支出２億21百万円、敷金及び保証金 

 の差入による支出38百万円等によるものであります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

   財務活動の結果、増加した資金は３億８百万円となりました。 

  これは主に長期借入金の返済による支出88百万円、配当金の支払による支出31百万円、社債発行による収入２億43 

 百万円、長期借入による収入２億円等によるものであります。  

  

   

（３）業績予想に関する定性的情報 

  平成26年２月期の通期業績予想につきましては、平成25年９月26日に公表しました「業績予想の修正に関するお 

知らせ」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。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



４．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,184,313 1,147,013

売掛金 223,514 358,019

商品 794,008 698,717

繰延税金資産 41,687 57,638

その他 48,295 37,898

貸倒引当金 △3,076 △3,366

流動資産合計 2,288,742 2,295,921

固定資産   

有形固定資産   

建物 873,794 919,974

減価償却累計額 △561,094 △561,530

建物（純額） 312,699 358,444

工具、器具及び備品 180,106 234,875

減価償却累計額 △92,602 △112,958

工具、器具及び備品（純額） 87,503 121,916

建設仮勘定 16,257 －

有形固定資産合計 416,460 480,361

無形固定資産   

ソフトウエア 22,094 18,985

リース資産 57,840 43,380

その他 3,150 3,150

無形固定資産合計 83,084 65,515

投資その他の資産   

投資有価証券 62,379 77,404

長期貸付金 70,140 68,581

長期前払費用 11,146 13,109

繰延税金資産 34,844 23,100

敷金及び保証金 857,256 884,113

貸倒引当金 △70,140 △68,581

投資その他の資産合計 965,626 997,726

固定資産合計 1,465,171 1,543,603

繰延資産   

社債発行費 － 6,145

繰延資産合計 － 6,145

資産合計 3,753,914 3,845,670



（単位：千円）

前事業年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期会計期間 
(平成25年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 117,241 46,404

買掛金 192,297 179,254

短期借入金 220,000 220,000

1年内償還予定の社債 － 50,000

1年内返済予定の長期借入金 184,892 194,180

リース債務 31,584 30,044

未払費用 171,947 205,334

未払法人税等 60,717 12,973

賞与引当金 54,300 52,900

役員賞与引当金 10,460 11,228

設備関係支払手形 38,677 11,085

資産除去債務 7,161 5,338

その他 89,648 17,422

流動負債合計 1,178,927 1,036,166

固定負債   

社債 － 200,000

長期借入金 140,002 242,008

役員退職慰労引当金 31,565 31,565

リース債務 24,579 10,437

資産除去債務 155,088 159,854

固定負債合計 351,235 643,865

負債合計 1,530,162 1,680,031

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 1,699,899 1,632,115

自己株式 △150,446 △150,446

株主資本合計 2,209,645 2,141,861

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 14,106 23,777

評価・換算差額等合計 14,106 23,777

純資産合計 2,223,752 2,165,638

負債純資産合計 3,753,914 3,845,670



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 3,519,917 3,380,927

売上原価 1,735,555 1,698,395

売上総利益 1,784,362 1,682,532

販売費及び一般管理費 1,636,736 1,700,886

営業利益又は営業損失（△） 147,626 △18,353

営業外収益   

受取利息 1,019 825

受取配当金 425 425

貸倒引当金戻入額 1,189 1,268

固定資産処分益 2,000 －

その他 577 63

営業外収益合計 5,211 2,582

営業外費用   

支払利息 9,273 6,230

その他 153 174

営業外費用合計 9,426 6,405

経常利益又は経常損失（△） 143,411 △22,176

特別損失   

固定資産除却損 9,015 8,106

店舗閉鎖損失 － 105

減損損失 9,453 7,951

その他 741 －

特別損失合計 19,211 16,163

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 124,200 △38,339

法人税、住民税及び事業税 6,851 7,422

法人税等調整額 41,571 △9,562

法人税等合計 48,422 △2,139

四半期純利益又は四半期純損失（△） 75,777 △36,200



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

124,200 △38,339

減価償却費 45,426 55,620

無形固定資産償却費 18,369 17,699

長期前払費用償却額 4,089 3,369

減損損失 9,453 7,951

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,189 △1,268

賞与引当金の増減額（△は減少） 2,200 △1,400

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 3,578 768

受取利息及び受取配当金 △1,445 △1,250

固定資産処分損益（△は益） △2,000 －

支払利息 9,273 6,230

固定資産除却損 9,015 8,106

売上債権の増減額（△は増加） △71,606 △134,505

たな卸資産の増減額（△は増加） 30,121 95,291

その他の資産の増減額（△は増加） △2,572 △5,273

仕入債務の増減額（△は減少） △31,253 △83,880

その他の負債の増減額（△は減少） 6,695 34,584

未払消費税等の増減額（△は減少） 1,157 △6,185

小計 153,513 △42,482

利息及び配当金の受取額 1,445 1,250

利息の支払額 △9,005 △6,411

法人税等の支払額 △13,747 △54,180

営業活動によるキャッシュ・フロー 132,205 △101,823

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △23,998 △221,567

無形固定資産の取得による支出 △9,265 △130

敷金及び保証金の回収による収入 12,562 22,359

敷金及び保証金の差入による支出 △8,852 △38,793

長期前払費用の取得による支出 △200 △5,382

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,753 △243,513

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △92,446 △88,706

社債の発行による収入 － 243,854

リース債務の返済による支出 △15,222 △15,681

配当金の支払額 △19,953 △31,429

財務活動によるキャッシュ・フロー △127,622 308,036

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △25,170 △37,300

現金及び現金同等物の期首残高 1,152,774 1,184,313

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,127,604 1,147,013



 該当事項はありません。 

   

   

 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。 

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（６）セグメント情報等
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