
 

 
 
   

 
 
四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 無 
四半期決算説明会開催の有無    ： 有（アナリスト・機関投資家向け） 

  

 

   

 

 
 
  

 
 当社は、平成25年３月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、１株当
たり四半期純利益の金額は、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して算定しております。 
  

   

 
 
  

  

 
(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３月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。なお、株式分割は平成
25年３月１日を効力発生日としておりますので、平成26年２月期(予想)における期末配当金については当該株式分割の
影響を考慮して記載しております。 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年２月期第２四半期の連結業績（平成25年３月１日～平成25年８月31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 ％

26年２月期第２四半期 48,493 10.9 2,732 △17.2 2,766 △17.2 1,393 △21.7
25年２月期第２四半期 43,714 12.1 3,299 22.9 3,340 23.5 1,779 128.7

(注) 包括利益 26年２月期第２四半期1,268百万円(△28.3％) 25年２月期第２四半期 1,769百万円(178.1％)

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 63 37 ―
25年２月期第２四半期 80 90 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

26年２月期第２四半期 69,416 31,744 42.7
25年２月期 63,435 31,624 46.3

(参考) 自己資本 26年２月期第２四半期 29,659百万円 25年２月期 29,371百万円

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 ― 100 00 100 00 

26年２月期 ― 0 00

26年２月期(予想) ― 50 00 50 00



  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有 

  

 

  第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが
困難な場合」に該当しております。詳細は、添付資料３ページ「２．サマリー情報(注記事項)に関する事項
（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 
  

  当社は、平成25年３月１日付けで普通株式１株につき２株の割合で株式分割を行っております。これに伴い、期
末発行済株式数、期末自己株式数及び期中平均株式数は、前連結会計年度の期首に当該株式分割が行われたと仮定
して算定しております。 
  

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、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

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あたっての注意事項等については、添付資料２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。 

３．平成26年２月期の連結業績予想（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)

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 101,000 9.2 7,760 2.8 7,740 2.6 4,050 △7.9 184.12

※ 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

  (連結範囲の変更を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 ： 有

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 有

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) 26年２月期２Ｑ 23,136,000 25年２月期 23,136,000

② 期末自己株式数 26年２月期２Ｑ 1,139,730 25年２月期 1,139,322

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期２Ｑ 21,996,445 25年２月期２Ｑ 21,996,812

※ 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



  
  

(参考） 

(％表示は対前年同四半期増減率) 

 
  

 

 
(注) 個別業績予想数値の当四半期における修正有無 ： 有 

  

  

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

(１)個別経営成績(累計）

 
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 39,728 14.0 3,012 △7.1 3,092 △6.3 1,701 2.5

25年２月期第２四半期 34,852 14.3 3,243 8.3 3,301 8.4 1,660 23.2

2. 平成26年２月期の個別業績予想（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)

  売上高 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 ％ 円 銭

通 期 82,330 10.1 7,700 △1.7 4,170 9.0 189 58
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 当第２四半期連結累計期間(平成25年３月１日から平成25年８月31日まで）におけるわが国経済は、

政府の成長戦略から大幅に金融が緩和された結果、株価が上昇し、また、為替が円安となったことによ

り輸出関連産業の業績が回復するなど、国内経済は緩やかに回復してきております。 

 このような事業環境のもと、当企業集団は業態の確立と出店の促進とを積極的に行うとともに、業態

変更による既存店の活性化と不採算店舗の撤退とを推し進め、業容の拡大と経営効率の改善に努めてま

いりました。 

 衣料事業におきましては、積極的なブランドプロモーションを展開するとともに、52週ＭＤの精緻化

に努め、機動的な商品投入によって店頭商品の鮮度を向上させるなどしたほか、出店を56店舗行うなど

した結果、売上高は前年同期比8.2％増加の38,021百万円となりました。また、雑貨事業につきまして

も、知名度向上による旺盛な出店要請に呼応して18店舗出店するなどした結果、売上高は前年同期比

22.6％増加の10,383百万円となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は前年同期比10.9％増加の48,493百万円となりまし

た。  

利益面につきましては、52週ＭＤの精緻化による在庫コントロールを推し進めましたものの、主とし

て円安によるコストアップ及び一部のブランドの不振により、売上高総利益率は前年比2.4ポイント減

少し、54.9％となりました。営業利益は前年同期比567百万円減少の2,732百万円となり、経常利益は前

年同期比573百万円減少の2,766百万円となりました。また、固定資産除却損等の特別損失277百万円を

計上したことにより、税金等調整前四半期純利益は前年同期比686百万円減少の2,488百万円となり、四

半期純利益は前年同期比385百万円減少の1,393百万円となりました。 

  

資産、負債及び純資産の状況 

（資産）  

流動資産は、現金及び預金が2,877百万円、受取手形及び売掛金が1,246百万円、商品が590百万円そ

れぞれ増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて4,642百万円増加しました。  

固定資産は、建物及び構築物が761百万円、差入保証金が344百万円それぞれ増加したことなどによ

り、前連結会計年度末に比べて1,338百万円増加しました。  

（負債）   

流動負債につきましては、未払法人税等が337百万円減少しましたが、支払手形及び買掛金が4,360百

万円増加したことなどにより、前連結会計年度末に比べて5,999百万円増加しました。  

固定負債は、その他(長期未払金）が368百万円増加しましたが、長期借入金が737百万円減少したこ

となどにより、前連結会計年度末に比べて138百万円減少しました。 

（純資産）  

 純資産は、利益剰余金の増加等により前連結会計年度末に比べて120百万円増加しました。  

  

平成25年４月９日に公表いたしました連結業績予想を平成25年10月８日に変更しました。修正理由に

つきましては、平成25年10月８日公表の「第２四半期業績予想との差異及び通期業績予想の修正に関す

るお知らせ」をご参照ください。 

  

該当事項はありません。 

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

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

２．サマリー情報(注記事項)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
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該当事項はありません。  

  

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年３月１

日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更しており

ます。 

これにより、従来の方法に比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整

前四半期純利益はそれぞれ９百万円増加しております。 

  

  

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

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 32,570 35,447

受取手形及び売掛金 3,997 5,243

商品 5,431 6,021

その他 1,118 1,052

貸倒引当金 △5 △11

流動資産合計 43,112 47,754

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,379 6,141

その他（純額） 1,812 2,007

有形固定資産合計 7,191 8,148

無形固定資産 72 68

投資その他の資産   

差入保証金 11,070 11,415

その他 2,120 2,155

貸倒引当金 △131 △125

投資その他の資産合計 13,059 13,445

固定資産合計 20,322 21,661

資産合計 63,435 69,416

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,886 15,246

短期借入金 726 797

1年内返済予定の長期借入金 1,738 2,992

未払法人税等 1,537 1,199

賞与引当金 828 888

引当金 298 113

その他 4,208 4,985

流動負債合計 20,224 26,224

固定負債   

長期借入金 6,650 5,913

引当金 686 712

資産除去債務 1,211 1,281

その他 3,037 3,540

固定負債合計 11,586 11,447

負債合計 31,811 37,671
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年８月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,181 3,181

資本剰余金 3,379 3,379

利益剰余金 23,760 24,054

自己株式 △1,143 △1,145

株主資本合計 29,177 29,470

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 149 153

繰延ヘッジ損益 42 32

為替換算調整勘定 1 3

その他の包括利益累計額合計 193 188

少数株主持分 2,253 2,085

純資産合計 31,624 31,744

負債純資産合計 63,435 69,416
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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２四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

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

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

売上高 43,714 48,493

売上原価 18,661 21,878

売上総利益 25,052 26,614

販売費及び一般管理費 21,753 23,882

営業利益 3,299 2,732

営業外収益   

受取利息 3 4

持分法による投資利益 7 －

負ののれん償却額 16 16

受取賃貸料 13 9

為替差益 3 47

その他 51 25

営業外収益合計 96 104

営業外費用   

支払利息 45 52

その他 10 17

営業外費用合計 55 69

経常利益 3,340 2,766

特別損失   

固定資産除却損 102 140

減損損失 59 137

投資有価証券評価損 3 －

特別損失合計 165 277

税金等調整前四半期純利益 3,175 2,488

法人税、住民税及び事業税 1,336 1,149

法人税等調整額 73 71

法人税等合計 1,410 1,221

少数株主損益調整前四半期純利益 1,764 1,267

少数株主損失（△） △14 △126

四半期純利益 1,779 1,393
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 四半期連結包括利益計算書 
 第２四半期連結累計期間 

(単位：百万円）

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

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

少数株主損益調整前四半期純利益 1,764 1,267

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 12 8

繰延ヘッジ損益 △7 △10

持分法適用会社に対する持分相当額 △0 2

その他の包括利益合計 4 1

四半期包括利益 1,769 1,268

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,784 1,389

少数株主に係る四半期包括利益 △14 △121
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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) 店舗の状況（連結） 

 
  

  

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

５.補足情報

(1) セグメント別の販売実績（連結）
  前第２四半期 

連結累計期間
当第２四半期 
連結累計期間

前年同期比

  (自 平成24年３月１日 
 至 平成24年８月31日)

(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日)

 

  百万円 百万円 ％

 衣料事業 35,154 38,021 108.2

 雑貨事業 8,471 10,383 122.6

 その他 87 88 101.4

  合   計 43,714 48,493 110.9

  当第２四半期 
連結累計期間

  (自 平成25年３月１日 
 至 平成25年８月31日)

前連結会計年度末の店舗数 693店

新規店舗数 74店

退店店舗数 19店

当四半期末の店舗数 748店
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