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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年2月期第3四半期の業績（平成23年3月1日～平成23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        ％

24年 2月期第3四半期 10,069  △0.1  415     7.9 364    5.0 92 △44.2
23年 2月期第3四半期 10,075   △1.1 384    25.5 346     26.7 165  △21.3

 

 
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

24年 2月期第3四半期 18.30 ―
23年 2月期第3四半期 32.81 ―

 
（２）財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 百万円 百万円 ％ 円   銭

24年 2月期第3四半期 6,536 1,558 23.8 308.53
23年 2月期 6,156  1,517  24.6 300.44

(参考)自己資本 24年2月期第3四半期         1,558百万円 23年2月期            1,517百万円 

 
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   
23年 2月期  0.00 10.00 10.00   
24年 2月期  0.00   

24年 2月期(予想)   8.00 8.00   

(注)当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
３．平成24年2月期の業績予想（平成23年3月1日～平成24年2月29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 13,900  0.0 600 △3.5 550 △4.3 200 △27.5 39.60

(注)当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

４．その他  （詳細は、【添付資料】3ページ「2.その他の情報」をご覧ください。） 
 

（１）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 

（注）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 
 

（２）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（注）「四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、

表示方法等の変更の有無となります。 
 

（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) 24年2月期3Ｑ 5,270,000株 23年2月期 5,270,000株

②  期末自己株式数 24年2月期3Ｑ 218,933株 23年2月期 218,933株

③  期中平均株式数(四半期累計) 24年2月期3Ｑ 5,051,067株 23年2月期3Ｑ 5,051,439株

 
（注意事項） 

・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、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了しています。 

 

・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、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「（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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１．当四半期の業績等に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第 3 四半期累計期間におけるわが国経済は、3 月に発生した東日本大震災と、その後の福島原発

事故により、経済活動に大きな影響を受けました。その後、特に被災地域からは回復の兆しが見えて

きておりますが、景気の先行きにつきましては、米国経済の停滞と EU 諸国の財政状態悪化、新興国

のインフレ懸念や円高・株安の長期化などにより、一段と不透明感が濃くなっております。 
こうした状況のなかで、当社は中期経営計画『P’ECE』をスタートさせ、「カワイイ」商品・

「楽しい」品揃え・「気持ちいい」お買い物を、もっと多くのお客様にご提供することに全社を挙げ

て邁進しております。当期は、その初年度として、積極的な店舗展開に向けて出店を再開し、店舗開

発本部を設置してローコスト出店の実験、収益性の分析、そして 2 か月に 1 度の出店判定会議を開催

して、出退店の迅速な判断と新店の成功パターンを積上げております。 
また、気持ちいいお買物を通して、より多くの方に「パスポートファン」になってもらえるよう、

ミステリーショッパーを活用して、全社で CS 向上に取り組んでおります。 
その方針により、当第 3 四半期累計期間の店舗展開は、直営店が「Passport」ブランドで 17 店舗出

店し、閉鎖が 7 店舗。新しく「Fam Mom Cookin’」1 店舗を出店し、計 158 店舗になりました。フ

ランチャイズ店は「Passport」ブランドで 1 店舗閉鎖しており、計 23 店舗となっております。その結

果、当四半期累計期間末の店舗数は 181 店舗となりました。また、直営店 6 店舗で改装を実施してお

ります。 
販売面では、9 月からの秋商戦では残暑が長引き、既存店の売上は苦戦しました。その中で直輸入

商品と共同開発（OEM）商品の売上は拡大し、粗利益率の改善に大きく貢献しております。また、単

品管理強化の方針の元、JAN コードと Web を活用した新しい受発注システムへの移行準備を進めて

おります。 
これらの結果、当第 3 四半期累計期間の売上高は、10,069 百万円（前年同期比 0.1％減）、利

益面では粗利益率の改善が一段と進んだ結果、営業利益は 415 百万円（前年同期比 7.9％増）、

経常利益 364 百万円（前年同期比 5.0％増）となりました。また当期は、資産除去債務会計基準

適用に伴う特別損失を 133 百万円計上したため、四半期純利益は 92 百万円（前年同期比 44.2％
減）となりました。 

 
 
(2) 財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況  
【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 379 百万円増加し、6,536 百万円とな

りました。  
流動資産は、前事業年度末に比べて 355 百万円増加し、3,511 百万円となりました。これは、主に

商品が 359 百万円増加したこと等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 23 百万円増加し、3,025 百万円となりました。これは、主に 

無形固定資産が 20 百万円増加したこと等によるものであります。 
  

【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 338 百万円増加し、4,977 百万円と 

なりました。  
流動負債は、前事業年度末と比べて 16 百万円増加し、3,576 百万円となりました。これは、主に 

1 年内返済予定の長期借入金が 170 百万円減少したものの、短期借入金が 144 百万円、賞与引当金が

65 百万円それぞれ増加したこと等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 321 百万円増加し、1,401 百万円となりました。これは、長期

借入金が 26 百万円、リース債務が 25 百万円それぞれ減少したものの、社債が 251 百万円、資産除去

債務が 163 百万円増加したこと等によるものであります。 
 

【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て 40 百万円増加し、1,558 百万円となり

ました。これは、配当が 50 百万円あったものの、四半期純利益を 92 百万円計上したことにより、利

益剰余金が 41 百万円増加したこと等によるものであります。  
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②キャッシュ・フローの状況  
当第 3 四半期会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前事業年度末に比べ 251 百万円減  

少し、596 百万円となりました。 
 

【営業活動によるキャッシュ・フロー】  
 営業活動によるキャッシュ・フローは、257 百万円の支出（前年同期比 362 百万円の収入減）とな

りました。これは税引前四半期純利益 188 百万円及び資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 133
百万円の計上による収入等があったものの、売上債権の増加により 258 百万円、たな卸資産の増加に

より 406 百万円の支出があったこと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】  
投資活動によるキャッシュ・フローは、44 百万円の支出（前年同期比 62 百万円の支出増）となり

ました。これは敷金及び保証金の回収による収入が 165 百万円あったものの、有形固定資産の取得に

110 百万円、敷金及び保証金の差入に 66 百万円の支出があったこと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】  

財務活動によるキャッシュ・フローは、50 百万円の収入（前年同期比 305 百万円の収入増）となり

ました。これは長期借入金の返済 347 百万円、社債の償還 369 百万円による支出はあったものの、社

債の発行により 634 百万円、長期借入金により 150 百万円の収入があったこと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 24 年 2 月期の通期の業績予想につきましては、平成 23 年 9 月 26 日に公表いたしました予想

に変更はございません。 
 
 
２．その他の情報 

(1)簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

  ①簡便な会計処理 

  （たな卸資産の評価方法） 

  当第 3 四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第 2 四半期会計期間末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

   

  ②四半期財務諸表作成に特有の会計処理の適用 

   該当事項はありません。 

 

 

(2)会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

（会計処理基準に関する事実の変更） 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

第 1四半期会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第 18 号 平成 20 年 3

月 31 日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 21 号 平成

20 年 3 月 31 日）を適用しております。 

これにより、当第 3 四半期累計期間の営業利益及び経常利益は 13,733 千円減少し、税引前四半期純

利益は 133,321 千円減少しております。 

また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は 160,972 千円であります。 
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3. 四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成23年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 596,439 848,134

受取手形及び売掛金 844,251 585,832

商品 1,851,565 1,492,003

未着商品 46,712 －

その他 172,303 229,566

流動資産合計 3,511,273 3,155,537

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 628,270 619,024

工具、器具及び備品（純額） 308,594 329,723

その他 15,554 18,011

有形固定資産合計 952,418 966,758

無形固定資産 58,938 38,258

投資その他の資産   

破産更生債権等 8,861 22,559

敷金及び保証金 1,810,677 1,830,274

その他 203,019 159,837

貸倒引当金 △8,861 △16,328

投資その他の資産合計 2,013,696 1,996,342

固定資産合計 3,025,053 3,001,360

資産合計 6,536,326 6,156,897

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,780,834 1,746,670

1年内償還予定の社債 374,000 344,000

短期借入金 480,000 335,100

1年内返済予定の長期借入金 199,869 370,304

リース債務 33,603 33,240

未払法人税等 43,798 209,248

賞与引当金 131,920 66,100

その他 532,263 454,710

流動負債合計 3,576,289 3,559,373

固定負債   

社債 635,000 384,000

長期借入金 252,450 279,138

リース債務 89,097 114,345

退職給付引当金 212,874 194,030

資産除去債務 163,180 －

その他 49,033 108,476

固定負債合計 1,401,635 1,079,990

負債合計 4,977,924 4,639,363
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(単位：千円)

当第３四半期会計期間末 
(平成23年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月28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 955,682 913,754

自己株式 △60,538 △60,538

株主資本合計 1,556,709 1,514,782

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,691 2,751

評価・換算差額等合計 1,691 2,751

純資産合計 1,558,401 1,517,533

負債純資産合計 6,536,326 6,156,897
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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22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第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) 

売上高 10,075,756 10,069,259

売上原価 5,045,885 4,894,203

売上総利益 5,029,870 5,175,056

販売費及び一般管理費 4,645,263 4,759,944

営業利益 384,606 415,111

営業外収益   

受取利息 291 211

受取配当金 199 185

為替差益 2,863 －

破損商品等弁償金 2,923 1,513

雑収入 2,444 1,140

営業外収益合計 8,722 3,051

営業外費用   

支払利息 35,669 27,364

社債発行費 3,919 14,357

支払手数料 3,987 6,647

為替差損 － 3,733

雑損失 3,032 1,929

営業外費用合計 46,608 54,032

経常利益 346,721 364,130

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 7,467

特別利益合計 － 7,467

特別損失   

固定資産除却損 4,689 29,561

店舗閉鎖損失 13,318 17,775

減損損失 8,543 2,464

リース解約損 4,185 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 133,606

特別損失合計 30,736 183,407

税引前四半期純利益 315,984 188,189

法人税、住民税及び事業税 190,280 164,700

法人税等調整額 △40,044 △68,948

法人税等合計 150,235 95,751

四半期純利益 165,748 92,437
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【第３四半期会計期間】 

(単位：千円)

前第３四半期会計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成23年11月30日) 

売上高 3,283,287 3,150,131

売上原価 1,589,055 1,481,516

売上総利益 1,694,232 1,668,614

販売費及び一般管理費 1,579,361 1,610,382

営業利益 114,870 58,232

営業外収益   

受取利息 8 20

受取配当金 3 3

為替差益 5,222 －

破損商品等弁償金 879 850

雑収入 320 156

営業外収益合計 6,434 1,029

営業外費用   

支払利息 11,334 8,389

社債発行費 1,909 4,469

支払手数料 1,987 1,907

為替差損 － 4,575

雑損失 166 394

営業外費用合計 15,397 19,735

経常利益 105,908 39,527

特別損失   

固定資産除却損 2,564 13,247

店舗閉鎖損失 8,606 7,085

減損損失 1,016 －

特別損失合計 12,187 20,332

税引前四半期純利益 93,720 19,194

法人税、住民税及び事業税 77,250 40,200

法人税等調整額 △31,698 △25,402

法人税等合計 45,551 14,797

四半期純利益 48,168 4,396
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(3) 四半期キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

前第３四半期累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

当第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) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益 315,984 188,189

減価償却費 188,927 192,008

減損損失 8,543 2,464

貸倒引当金の増減額（△は減少） 12,816 △7,467

賞与引当金の増減額（△は減少） 95,900 65,820

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6,200 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,611 18,844

受取利息及び受取配当金 △490 △397

支払利息 35,669 27,364

社債発行費 3,919 14,357

店舗閉鎖損失 13,318 17,775

固定資産除却損 4,689 29,561

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 133,606

売上債権の増減額（△は増加） △169,973 △258,419

たな卸資産の増減額（△は増加） △321,638 △406,275

仕入債務の増減額（△は減少） 215,494 34,164

その他 △91,280 42,798

小計 320,291 94,395

利息及び配当金の受取額 490 397

利息の支払額 △38,492 △28,634

法人税等の支払額 △177,675 △324,060

営業活動によるキャッシュ・フロー 104,614 △257,902

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 △84,921 △110,718

有形固定資産の売却による収入 － 4,710

営業譲受による支出 △16,449 －

敷金及び保証金の差入による支出 △26,824 △66,873

敷金及び保証金の回収による収入 170,448 165,694

その他 △24,415 △37,284

投資活動によるキャッシュ・フロー 17,837 △44,470

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） 90,000 144,900

長期借入れによる収入 290,000 150,000

社債の発行による収入 195,885 634,925

長期借入金の返済による支出 △228,703 △347,123

社債の償還による支出 △427,000 △369,000

リース債務の返済による支出 △22,448 △24,885

割賦債務の返済による支出 △122,379 △88,013

自己株式の取得による支出 △170 －

配当金の支払額 △30,078 △50,125

財務活動によるキャッシュ・フロー △254,895 50,678

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △0

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △132,444 △251,695

現金及び現金同等物の期首残高 800,002 848,134

現金及び現金同等物の四半期末残高 667,557 596,439
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 
 
  

(5) 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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