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（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
親会社株主に帰属する

四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2022年２月期第２四半期 13,533 13.2 △52 － △79 － △115 －

2021年２月期第２四半期 11,953 △21.4 △690 － △688 － △679 －

（注）包括利益 2022年２月期第２四半期 △123百万円 （－％） 2021年２月期第２四半期 △676百万円 （－％）

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

2022年２月期第２四半期 △11.41 －

2021年２月期第２四半期 △67.16 －

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2022年２月期第２四半期 12,939 3,970 30.7

2021年２月期 14,636 4,407 30.1

（参考）自己資本 2022年２月期第２四半期 3,970百万円 2021年２月期 4,407百万円

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

2021年２月期 － 0.00 － 31.00 31.00

2022年２月期 － 0.00

2022年２月期（予想） － 31.00 31.00

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 34,500 16.9 1,720 65.9 1,682 67.2 1,002 152.6 98.99

１．2022年２月期第２四半期の連結業績（2021年３月１日～2021年８月31日）

(注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また潜在株式が存在しない
     ため記載しておりません。

（２）連結財政状態

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

３．2022年２月期の連結業績予想（2021年３月１日～2022年２月28日）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無



①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 2022年２月期２Ｑ 10,122,830株 2021年２月期 10,122,830株

②  期末自己株式数 2022年２月期２Ｑ 76株 2021年２月期 34株

③  期中平均株式数（四半期累計） 2022年２月期２Ｑ 10,122,756株 2021年２月期２Ｑ 10,122,830株

※  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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）：無

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）

※  四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※  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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、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当たっての注意事項等に

ついては、添付資料３ページ「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説

明」をご覧ください。
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2021年2月期第２四半期

連結累計期間

2022年２月期第２四半期

連結累計期間
増減率

売上高 11,953 13,533 13.2％

営業損失 △690 △52 －

経常損失 △688 △79 －

親会社株主に帰属する四半期

純損失
△679 △115 －

EBITDA △294 365 －

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、依然として新型コロナウイルスの感染症拡大が収束せず、緊

急事態宣言も継続され、厳しい状況が続いております。そのため個人消費は飲食・宿泊等のサービス消費が低調に

推移したため足踏み状態となりました。今後の先行きについては、８月末時点で日本国民の４割以上が２回のワク

チン接種を終えており、11月中に国民の約７割が２回接種を完了する見込みであることから、社会経済活動のレベ

ルは段階的に引き上げていくことが期待されます。

　 当社グループが属するアパレル業界においては、新型コロナウイルス感染症の変異株が急拡大したことによ

る、緊急事態宣言の延長・まん延防止等重点措置の影響により、多くの実店舗の休業協力や営業時間の短縮に加

え、学校行事の中止等の外出自粛による来店客数の低迷など厳しい事業環境が続いております。

　また、前述の要因に加え、７月から８月にかけて西日本・東日本各地で集中豪雨に見舞われ、全国的な天候不順

もマイナス要因となりました。

　このような環境の中、当社グループは、チャネル別ですと、ショッピングセンター（SC）においては、主力の

petit mainで、昨年度ヒットしました「プティプラセット」が販売好調を維持、キャラクターコラボとしては「お

さるのジョージ」が売上に貢献しました。またLovetoxicでは、ターゲット層に人気のあるYouTuberの「めるプチ

チャンネル」とタイアップを行いました。結果として、SC全体の売上げは前年同期比121.1%でした。

　また百貨店は、コロナ禍の影響により来店客数の低迷の影響はありましたが、売上は前年同期比119.2％でし

た。引き続き構造改革に注力いたします。

　一方、eコマースについては、前年同期比97.7％にとどまりました。前年度はリアル店舗の臨時休業が全国的に

行われ、その受け皿として大きく売上を伸ばしました。しかし本年度は緊急事態宣言下ではありましたが、店舗の

休業も最小限にとどまり、お客様の購買場所の選択肢が分散したことで、売上は前年を若干下回る結果となりまし

た。今後はレンタルサービス等の新サービスを展開してまいります。また新物流拠点への移管が完了し、今後は物

流コスト削減に寄与する予定です。

　フォトスタジオ事業は、５月、６月、８月に各１店舗出店し、合計８店舗となりました。

　当第２四半期連結累計期間における出退店の状況は、百貨店２店舗、SC６店舗を出店し、百貨店４店、SC３店舗

退店しました。（注）

　この結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高13,533百万円（前年同期比13.2％増）、営業損失

52百万円（前年同四半期は営業損失690百万円)、経常損失79百万円（前年同四半期は経常損失688百万円）、親会

社株主に帰属する四半期純損失115百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期損失679百万円）となりま

した。

（注）百貨店の店舗数は、売場数×ブランド数で計算するため、出退店店舗数が多くなる傾向があります。

（第２四半期連結累計期間の経営成績対前年比較表）　　　　　　　　　　単位：百万円
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（２）財政状態に関する説明

（資産）

　当第２四半期連結会計期間末における資産は12,939百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,696百万円の減

少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が892百万円減少、商品が725百万円減少したことによります。

（負債）

　当第２四半期連結会計期間末における負債は8,968百万円となり、前連結会計年度末に比べて1,259百万円の減少

となりました。これは主に、買掛金が813百万円減少、未払金が259百万円減少及び未払法人税等が340百万円減少

したことによります。

（純資産）

　当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は3,970百万円となり、前連結会計年度末に比べて436百万円の

減少となりました。これは主に、親会社株主に帰属する四半期純損失115百万円の計上及び配当金の支払により313

百万円減少したことによります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　通期の連結業績予想につきましては、2021年４月12日に発表しました業績予想に変更はありません。

　　なお、当該業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び合理的であると判断す

る一定の前提に基づき作成したものであり、実際の業績等は、今後様々な要因によって異なる可能性があります。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,831,755 1,827,605

受取手形及び売掛金 2,813,646 1,921,335

商品 3,409,102 2,683,501

前払費用 68,311 92,609

その他 53,883 73,796

貸倒引当金 △12,690 △7,903

流動資産合計 8,164,008 6,590,944

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,375,313 1,391,230

減価償却累計額 △1,104,705 △1,150,787

建物及び構築物（純額） 270,608 240,443

工具、器具及び備品 105,321 90,950

減価償却累計額 △81,493 △64,109

工具、器具及び備品（純額） 23,828 26,841

土地 5,940 5,940

建設仮勘定 － 9,366

リース資産 2,495,350 2,570,896

減価償却累計額 △1,782,933 △1,936,150

リース資産（純額） 712,417 634,745

有形固定資産合計 1,012,794 917,336

無形固定資産

のれん 3,192,406 3,077,123

ソフトウエア 167,768 217,338

リース資産 110,104 90,315

その他 606 566

無形固定資産合計 3,470,886 3,385,343

投資その他の資産

投資有価証券 39,977 17,791

破産更生債権等 97,627 101,149

長期前払費用 17,969 11,751

差入保証金 1,168,137 1,222,646

繰延税金資産 466,312 467,594

その他 271,982 301,044

貸倒引当金 △73,624 △76,374

投資その他の資産合計 1,988,383 2,045,603

固定資産合計 6,472,063 6,348,283

資産合計 14,636,072 12,939,228

２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2021年２月28日)

当第２四半期連結会計期間
(2021年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 2,643,420 1,829,717

短期借入金 － 400,000

1年内返済予定の長期借入金 620,048 627,452

リース債務 357,779 337,871

未払金 663,882 403,986

未払費用 563,311 507,531

未払法人税等 417,683 76,921

未払消費税等 73,319 173,105

賞与引当金 88,907 195,435

返品調整引当金 10,255 5,418

株主優待引当金 － 14,188

ポイント引当金 74,476 96,677

その他 69,454 53,173

流動負債合計 5,582,539 4,721,478

固定負債

長期借入金 3,826,446 3,504,707

リース債務 562,194 473,857

退職給付に係る負債 249,574 260,820

その他 7,755 7,755

固定負債合計 4,645,970 4,247,139

負債合計 10,228,509 8,968,617

純資産の部

株主資本

資本金 255,099 255,099

資本剰余金 1,860,774 1,860,774

利益剰余金 2,260,233 1,830,891

自己株式 △33 △78

株主資本合計 4,376,073 3,946,686

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,442 △2,251

退職給付に係る調整累計額 30,046 26,175

その他の包括利益累計額合計 31,489 23,923

純資産合計 4,407,562 3,970,610

負債純資産合計 14,636,072 12,939,228
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（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月１日
　至　2021年８月31日)

売上高 11,953,745 13,533,706

売上原価 5,965,576 6,125,888

売上総利益 5,988,168 7,407,817

販売費及び一般管理費 6,678,682 7,460,169

営業損失（△） △690,513 △52,352

営業外収益

受取利息及び配当金 177 4

為替差益 216 －

保険解約返戻金 5,318 4,340

仕入割引 458 475

受取賃貸料 11,413 11,502

債務勘定整理益 39,031 －

雑収入 8,283 3,683

営業外収益合計 64,899 20,005

営業外費用

支払利息 37,226 30,597

為替差損 － 3,378

支払手数料 10,000 －

賃貸費用 9,576 9,576

雑損失 6,407 3,419

営業外費用合計 63,210 46,972

経常損失（△） △688,823 △79,319

特別利益

助成金収入 291,150 59,908

投資有価証券売却益 － 1,961

特別利益合計 291,150 61,870

特別損失

固定資産除却損 4,393 1,733

減損損失 1,324 999

投資有価証券評価損 9,501 －

臨時休業による損失 462,794 61,026

特別損失合計 478,014 63,760

税金等調整前四半期純損失（△） △875,687 △81,209

法人税、住民税及び事業税 18,314 32,694

法人税等調整額 △214,150 1,631

法人税等合計 △195,835 34,326

四半期純損失（△） △679,851 △115,535

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △679,851 △115,535

（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２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月１日
　至　2021年８月31日)

四半期純損失（△） △679,851 △115,535

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 6,267 △3,693

退職給付に係る調整額 △2,685 △3,871

その他の包括利益合計 3,581 △7,565

四半期包括利益 △676,269 △123,100

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △676,269 △123,100

非支配株主に係る四半期包括利益 － －

（四半期連結包括利益計算書）

（第２四半期連結累計期間）
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（単位：千円）

 前第２四半期連結累計期間
(自　2020年３月１日
　至　2020年８月31日)

 当第２四半期連結累計期間
(自　2021年３月１日
　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △875,687 △81,209

減価償却費 225,769 248,815

差入保証金償却額 42,617 40,113

のれん償却額 111,904 115,283

助成金収入 △291,150 △59,908

固定資産除却損 4,393 1,733

減損損失 1,324 999

投資有価証券売却損益（△は益） － △1,961

投資有価証券評価損益（△は益） 9,501 －

臨時休業による損失 462,794 61,026

貸倒引当金の増減額（△は減少） 296 △2,037

賞与引当金の増減額（△は減少） 123,609 106,528

返品調整引当金の増減額（△は減少） △2,175 △4,836

ポイント引当金の増減額（△は減少） △7,188 22,200

株主優待引当金の増減額（△は減少） － 14,188

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 7,944 5,666

受取利息及び受取配当金 △177 △4

支払利息 37,226 30,597

売上債権の増減額（△は増加） 386,702 887,575

たな卸資産の増減額（△は増加） 492,991 725,601

仕入債務の増減額（△は減少） △532,560 △813,702

未払金の増減額（△は減少） △43,385 △275,446

未払費用の増減額（△は減少） △63,097 △55,362

未払消費税等の増減額（△は減少） △52,178 99,786

その他 △128,958 △61,676

小計 △89,483 1,003,970

利息及び配当金の受取額 177 4

利息の支払額 △34,667 △31,016

法人税等の支払額 － △352,881

法人税等の還付額 1,774 －

助成金の受取額 289,473 59,908

臨時休業による支払額 △421,601 △56,345

営業活動によるキャッシュ・フロー △254,327 623,640

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 △28,626 △23,123

無形固定資産の取得による支出 △19,985 △75,341

投資有価証券の取得による支出 △674 －

投資有価証券の売却による収入 － 19,249

保険積立金の積立による支出 △15,941 △17,447

保険積立金の払戻による収入 － 6,850

差入保証金の差入による支出 △47,647 △107,439

差入保証金の回収による収入 17,591 13,513

その他 △3,028 △31,900

投資活動によるキャッシュ・フロー △98,311 △215,639

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,500,000 400,000

長期借入金の返済による支出 △285,858 △314,335

リース債務の返済による支出 △203,530 △183,791

自己株式の取得による支出 － △44

配当金の支払額 △344,176 △313,678

財務活動によるキャッシュ・フロー 666,435 △411,849

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 313,796 △3,849

現金及び現金同等物の期首残高 2,488,139 1,831,435

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,801,935 1,827,585

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書
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（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

　該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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