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(百万円未満切捨て)
 

１．平成26年２月期第３四半期の業績（平成25年３月１日～平成25年11月30日）

（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３四半期 9,322 △4.2 △81 － △133 － △125 －
25年２月期第３四半期 9,727 △3.4 289 △30.3 244 △33.0 114 23.7

 

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３四半期 △24.84 －
25年２月期第３四半期 22.63 －

 

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年２月期第３四半期 7,227 1,647 22.8
25年２月期 6,272 1,821 29.0

 

(参考) 自己資本 26年２月期第３四半期 1,647百万円 25年２月期 1,821百万円
 

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

25年２月期 － 0.00 － 10.00 10.00
26年２月期 － 0.00 －

26年２月期(予想) 10.00 10.00 
 

(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）
 

 

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 13,500 △0.2 200 △57.0 120 △69.6 70 △64.3 13.86
 

(注)直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ：無
 

 



  

  

  

  

  

  

  

※ 注記事項

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
 

四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用に関する注記
 

（２）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
 

会計方針の変更に関する注記
 

（３）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) 26年２月期３Ｑ 5,270,000株 25年２月期 5,270,000株

② 期末自己株式数 26年２月期３Ｑ 218,981株 25年２月期 218,981株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期３Ｑ 5,051,019株 25年２月期３Ｑ 5,051,019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きの対象外でありますが、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きは終了しています。

 

※ 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および合理的である
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およ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「（3）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３四半期累計期間におけるわが国経済は、政府による金融緩和や財政政策等の経済政策により、

円安と株価上昇が進み、輸出関連企業を中心に業績の改善が見られるなど、緩やかに景気回復の兆しが

見えてまいりました。しかし、雇用や所得環境は依然として厳しく、更には平成26年４月以降の消費税

増税による消費減退も懸念され、国内景気の先行きは以前として不透明な状況で推移いたしておりま

す。  

こうした中で、当社は中期経営計画「P’ECE」の 終年度にあたり、成長力回復に向けた品揃えの拡

充に取り組んでまいりました。しかし、個人消費回復の足取りは重く、更には連続的に発生した台風や

大雨と、初冬に入っても気温が下がらないなどの気候変動等の影響もあり、既存店の回復が遅れており

ます。  

一方、雑貨本来の楽しく、夢のある品揃え強化のためのブロック長による各店別の商品投入は、着実

に強化されつつあり、更にはWeb-EDIの発注システムと、JAN化による単品管理の仕組みにより、在庫効

率の改善や販売機会損失の予防、新商品の発掘等迅速な商品情報の分析にも引続き積極的に取組んでお

ります。  

当第３四半期累計期間の店舗展開の状況は、直営店が「Passport」ブランドで10店舗、「bao-

bab.fleur」ブランドで１店舗、「Fam Mam Cookin’」ブランドで１店舗、「Ca Yee」ブランドで１店

舗開業いたしました。また、退店は直営店が「Passport」ブランドで５店舗、「fleur by Passport」

ブランドで１店舗、フランチャイズ店が「Passport」ブランドで１店舗閉店いたしました。その結果、

当第３四半期末で直営店が168店舗、フランチャイズ店が18店舗の計186店舗となっております。尚、直

営店12店舗で改装を実施しております。  

以上の結果、当第３四半期累計期間の売上高は9,322百万円（前年同四半期比4.2％減）、営業損失81

百万円（前年同四半期は289百万円の営業利益）、経常損失133百万円（前年同四半期は244百万円の経

常利益）、四半期純損失125百万円（前年同四半期は114百万円の四半期純利益）となりました。  

  

①資産 

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて955百万円（15.2％）増加し、7,227百万

円となりました。  

流動資産は、前事業年度末に比べて963百万円増加し、4,228百万円となりました。これは、主に受取

手形及び売掛金が372百万円、商品が456百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

固定資産は、前事業年度末に比べて8百万円減少し、2,998百万円となりました。これは、主に有形固

定資産が48百万円増加したものの、無形固定資産に含まれるソフトウエアが減価償却等により35百万

円、敷金及び保証金が30百万円それぞれ減少したことによるものであります。 

②負債 

当第３四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べて1,128百万円（25.4％）増加し、

5,579百万円となりました。 

流動負債は、前事業年度末と比べて920百万円増加し、3,763百万円となりました。これは、主に支払

手形及び買掛金が67百万円、短期借入金が814百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

固定負債は、前事業年度末と比べて208百万円増加し、1,816百万円となりました。これは、主に社債

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する定性的情報

（２）財政状態に関する定性的情報
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が130百万円、長期借入金が69百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

③純資産 

当第３四半期会計期間末の純資産は、前事業年度末に比べ173百万円（9.5％)減少し、1,647百万円と

なりました。 

これは、主に四半期純損失を125百万円計上したことに加え、配当による減少が50百万円あったた

め、利益剰余金が175百万円減少したことによるものであります。 

  

通期の業績予想につきましては、平成25年７月８日に発表したしました「業績予想の修正に関するお

知らせ」の記載から変更はありません。  

なお、業績予想につきましては、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成し

たものであり、実際の業績は今後の様々な要因によって異なる結果となる可能性がありますことをご了

承願います。  

  

  

  

  

  

  

  

  

（３）業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。  

  

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

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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該当事項はありません。  

  

  

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３四半期会計期間 
(平成25年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 844,091 928,693

受取手形及び売掛金 509,075 881,231

商品 1,689,191 2,145,715

未着商品 23,973 44,518

その他 198,633 228,648

流動資産合計 3,264,966 4,228,807

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 539,772 606,719

工具、器具及び備品（純額） 255,834 242,857

その他 21,515 15,554

有形固定資産合計 817,122 865,131

無形固定資産 240,656 204,732

投資その他の資産   

破産更生債権等 14,315 14,315

敷金及び保証金 1,756,898 1,726,850

その他 191,804 201,154

貸倒引当金 △13,523 △13,523

投資その他の資産合計 1,949,495 1,928,797

固定資産合計 3,007,273 2,998,660

資産合計 6,272,240 7,227,468

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,647,016 1,714,890

1年内償還予定の社債 350,000 370,000

短期借入金 65,100 880,000

1年内返済予定の長期借入金 110,800 105,600

リース債務 82,911 83,925

未払法人税等 122,388 11,750

賞与引当金 63,100 78,150

その他 401,102 518,952

流動負債合計 2,842,419 3,763,269

固定負債   

社債 805,000 935,000

長期借入金 112,800 181,850

リース債務 213,986 150,915

退職給付引当金 235,606 248,945

資産除去債務 167,060 177,983

その他 74,091 121,857

固定負債合計 1,608,544 1,816,551

負債合計 4,450,964 5,579,820
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(単位：千円)

前事業年度 
(平成25年２月28日) 

当第３四半期会計期間 
(平成25年11月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 369,266 369,266

資本剰余金 292,300 292,300

利益剰余金 1,215,639 1,039,650

自己株式 △60,552 △60,552

株主資本合計 1,816,653 1,640,664

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,622 6,983

評価・換算差額等合計 4,622 6,983

純資産合計 1,821,276 1,647,647

負債純資産合計 6,272,240 7,227,468
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（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24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第３四半期累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年11月30日) 

売上高 9,727,332 9,322,992

売上原価 4,608,896 4,635,869

売上総利益 5,118,436 4,687,123

販売費及び一般管理費 4,829,103 4,768,463

営業利益又は営業損失（△） 289,332 △81,339

営業外収益   

受取利息 175 162

受取配当金 180 211

破損商品等弁償金 6,434 286

保険配当金 － 134

雑収入 781 1,283

営業外収益合計 7,572 2,077

営業外費用   

支払利息 20,715 20,710

社債発行費 12,820 11,128

支払手数料 9,548 9,696

為替差損 8,913 12,378

雑損失 810 532

営業外費用合計 52,808 54,447

経常利益又は経常損失（△） 244,096 △133,710

特別損失   

固定資産除却損 － 13,867

店舗閉鎖損失 － 15,815

特別損失合計 － 29,682

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 244,096 △163,392

法人税、住民税及び事業税 138,300 22,200

法人税等調整額 △8,531 △60,113

法人税等合計 129,768 △37,913

四半期純利益又は四半期純損失（△） 114,327 △125,478
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該当事項はありません。  

  

当社は、インテリア雑貨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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