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（百万円未満切捨て） 
１．平成24年２月期第２四半期の業績（平成23年２月21日～平成23年８月20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２四半期 14,259  △9.4 545 △41.4 564 △41.1 △114   －
23年２月期第２四半期 15,743   － 929   － 959   －       356   －

 

 
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２四半期 △15.77 －
23年２月期第２四半期            49.17 －

 
（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２四半期 12,681 5,843 46.1 805.37
23年２月期 12,542 6,008 47.9 828.14

(参考)自己資本 24年２月期第２四半期        5,843 百万円 23年２月期             6,008百万円 

 
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 － 5.00 － 7.00 12.00   
24年２月期 － 5.00   

24年２月期(予想)   － 5.00 10.00   

(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２月21日～平成24年２月20日） 

（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率） 

 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 28,300  △5.4 960 △17.9 970 △20.0 0    - 0.00

(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】P.４「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2Ｑ 7,260,000株 23年2月期 7,260,000株

② 期末自己株式数 24年2月期2Ｑ 4,880株 23年2月期 4,880株

③ 期中平均株式数(四半期累計) 24年2月期2Ｑ 7,255,120株 23年2月期2Ｑ 7,255,120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、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せん。 

 

・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「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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※ 当社は、以下のとおり投資家向け説明会を開催する予定です。 

・平成23年９月28日（水）・・・・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

  

○添付資料の目次
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当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災により一時的に落ち込んだ購買意欲や自

粛ムードの持ち直しの動きが見られたものの、米欧の財政問題を背景に円高の進行や電力供給不足問題

などの影響もあり、先行き不透明な状況で推移しました。 

当社が属する専門店業界におきましては、少子高齢化による市場変化ならびに新設商業施設の減少等

により国内市場の成長性が懸念される中、外資系専門店の出店拡大もあり競合環境の激化とそれに伴う

企業の優勝劣敗が進みました。 

このような環境の中、当社は「主力事業の収益力強化」を基本としまして「都心、モール型出店強

化」ならびに「新事業の着実な育成、拡大」に取り組みました。 

店舗の出退店におきましては、新規に24店舗を出店し18店舗を退店した結果、第２四半期会計期間末

の店舗数は582店舗となりました。 

当第２四半期累計期間におきましては、震災による既存店売上高の減収を新設店で補うことができず

期初の計画を下回る結果となりました。これにより、売上高は142億59百万円（前年同期比9.4％減）、

営業利益は５億45百万円（前年同期比41.4％減）、経常利益は５億64百万円（前年同期比41.1％減）と

なりました。また、四半期純損益につきましては、資産除去債務の計上等による特別損失５億22百万円

の影響もあり、四半期純損失１億14百万円（前年同期四半期純利益３億56百万円）となりました。 

しかしながら、当第２四半期会計期間（平成23年５月21日～８月20日）におきましては、売上高は74

億44百万円（前年同期比4.5％減）と前年同期実績を下回ったものの、売上総利益率の向上や経費削減

に取り組んだ結果、営業利益は４億円（前年同期比36.5％増）、経常利益は４億11百万円（前年同期比

32.6％増）、四半期純利益は１億55百万円（前年同期比490.6％増）となりました。 

  

① 資産、負債および純資産の状況 

 当第２四半期会計期間末の資産は126億81百万円となり、前事業年度末に比べて１億38百万円増加し

ました。これは主に季節要因による預け金の増加によるものです。 

 負債については、前事業年度末に比べて３億４百万円増加して68億38百万円となりました。 これは

主に資産除去債務の計上によるものです。 

 純資産については、58億43百万円となり、前事業年度末に比べて１億65百万円減少いたしました。こ

れは主に四半期純損失の計上によるものです。 

  

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及び現金同等物（以下 資金）は３億33百万円となりました。

当第２四半期累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりです。 

（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、４億90百万円（前年同期は８億82百万円の増加）となりました。こ

れは、税引前四半期純利益の減少と決算日が金融機関の休日であったことに伴う売上債権の増加等によ

るものです。 

（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、56百万円（前年同期は41百万円の減少）となりました。これは、新

設店等による設備資金の支出と、保証金の回収による収入との差額によるものです。 

（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、１億49百万円（前年同期は５億36百万円の減少）となりました。こ

れは、短期借入金の借入２億円と配当金の支払50百万円によるものです。 

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

(2) 財政状態に関する定性的情報
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当事業年度の業績予想につきましては、平成23年９月20日発表の「平成24年２月期業績予想の修正に関

するお知らせ」にて修正しました。これは、当第２四半期会計期間において、売上高や利益が計画を下回

ったことによるものであります。詳細につきましては、当該資料をご覧ください。 

(3) 業績予想に関する定性的情報
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１．簡便な会計処理 

①法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 
 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する
方法によっております。 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の

発生状況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度末において使用した将来の業績予測やタッ
クス・プランニングを利用する方法によっております。 
  
②固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法
によっております。 

  

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。 

  

  

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、営業利益、経常利益は5,484千円、税引前四半期純利益は338,799千円減少しておりま

す。 

  

  

  

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

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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2四半期会計期間末 
(平成23年８月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月20日） 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 333,433 730,759

売掛金 57,493 53,003

預け金 1,847,264 1,224,905

商品 2,460,409 2,502,517

貯蔵品 12,650 15,967

前払費用 23,557 15,659

繰延税金資産 130,881 184,847

未収入金 53,291 45,989

1年内回収予定の差入保証金 262,536 230,336

その他 7,083 5,592

貸倒引当金 △159 △159

流動資産合計 5,188,442 5,009,419

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 1,206,214 1,112,392

工具、器具及び備品（純額） 131,944 143,244

建設仮勘定 － 10,888

有形固定資産合計 1,338,158 1,266,525

無形固定資産   

商標権 11,877 12,898

ソフトウエア 4,938 4,510

電話加入権 37,950 37,950

その他 506 809

無形固定資産合計 55,272 56,168

投資その他の資産   

出資金 7,632 7,632

長期前払費用 88,425 103,252

繰延税金資産 270,684 242,527

差入保証金 5,573,974 5,640,846

店舗賃借仮勘定 － 62,489

前払年金費用 145,634 140,460

破産更生債権等 11,947 12,677

その他 15,901 15,901

貸倒引当金 △14,295 △15,025

投資その他の資産合計 6,099,905 6,210,762

固定資産合計 7,493,337 7,533,457

資産合計 12,681,779 12,542,876
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(単位：千円)

当第2四半期会計期間末 
(平成23年８月20日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成23年２月20日） 

負債の部   

流動負債   

支払手形 44,520 253,969

電子記録債務 2,062,358 2,319,025

買掛金 1,227,009 825,874

短期借入金 200,000 －

未払金 276,419 350,493

未払費用 936,245 914,354

未払法人税等 163,055 411,995

未払消費税等 85,371 54,572

預り金 79,068 49,343

賞与引当金 123,500 124,900

役員賞与引当金 － 41,836

資産除去債務 6,566 －

設備関係支払手形 139,040 74,850

流動負債合計 5,343,156 5,421,216

固定負債   

長期借入金 1,100,000 1,100,000

資産除去債務 384,326 －

長期未払金 11,211 13,369

固定負債合計 1,495,538 1,113,369

負債合計 6,838,694 6,534,586

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,229,250 1,229,250

資本剰余金   

資本準備金 1,203,225 1,203,225

資本剰余金合計 1,203,225 1,203,225

利益剰余金   

利益準備金 60,850 60,850

その他利益剰余金   

別途積立金 2,970,000 2,970,000

繰越利益剰余金 387,135 552,340

その他利益剰余金合計 3,357,135 3,522,340

利益剰余金合計 3,417,985 3,583,190

自己株式 △7,375 △7,375

株主資本合計 5,843,084 6,008,290

純資産合計 5,843,084 6,008,290

負債純資産合計 12,681,779 12,542,876
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 (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22年２月21日 
 至 平成22年８月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成23年８月20日) 

売上高 15,743,200 14,259,521

売上原価 7,317,869 6,669,899

売上総利益 8,425,330 7,589,622

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 183,764 175,650

役員報酬及び給料手当 2,982,557 2,896,989

賞与引当金繰入額 211,600 123,500

退職給付引当金繰入額 49,048 48,216

役員賞与引当金繰入額 13,698 －

福利厚生費 401,165 369,746

消耗品費 261,136 252,097

賃借料 2,195,534 2,095,134

減価償却費 206,112 167,359

水道光熱費 260,007 237,527

旅費 67,654 71,611

その他 663,157 606,734

販売費及び一般管理費合計 7,495,436 7,044,568

営業利益 929,894 545,054

営業外収益   

受取利息 1,157 1

仕入割引 1,628 1,053

債務勘定整理益 16,762 20,044

為替差益 18,023 9,548

その他 6,713 2,398

営業外収益合計 44,285 33,046

営業外費用   

支払利息 11,559 8,190

その他 3,604 5,178

営業外費用合計 15,163 13,369

経常利益 959,016 564,730

特別利益   

移転補償金 13,160 3,640

貸倒引当金戻入額 － 729

特別利益合計 13,160 4,370

特別損失   

固定資産処分損 28,095 13,599

減損損失 154,638 7,222

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 342,835

災害による損失 － 91,438

その他 25,078 67,489

特別損失合計 207,812 522,585

税引前四半期純利益 764,364 46,516

法人税、住民税及び事業税 243,323 135,126

法人税等調整額 164,299 25,809

法人税等合計 407,622 160,935

四半期純利益又は四半期純損失（△） 356,741 △114,419
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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２四半期累計期間 
(自 平成22年２月21日 
 至 平成22年８月20日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成23年２月21日 
 至 平成23年８月20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 764,364 46,516

減価償却費 206,112 167,359

減損損失 154,638 7,222

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 342,835

長期前払費用償却額 20,609 18,028

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,234 △729

賞与引当金の増減額（△は減少） 73,900 △1,400

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 13,698 △41,836

前払年金費用の増減額（△は増加） △5,968 △5,174

受取利息及び受取配当金 △1,157 △1

支払利息 11,559 8,190

固定資産処分損益（△は益） 18,448 12,916

売上債権の増減額（△は増加） △271,598 △626,848

たな卸資産の増減額（△は増加） 85,855 45,425

仕入債務の増減額（△は減少） △28,096 △64,980

その他 4,294 △7,739

小計 1,054,893 △100,217

利息及び配当金の受取額 2 1

利息の支払額 △11,661 △8,228

法人税等の支払額 △172,957 △381,579

法人税等の還付額 12,389 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 882,666 △490,024

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 △161,595 △133,912

長期前払費用の取得による支出 △22,834 △25,225

差入保証金の差入による支出 △134,586 △68,358

差入保証金の回収による収入 271,199 183,402

その他 6,221 △12,299

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,594 △56,392

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） △500,000 200,000

配当金の支払額 △36,603 △50,909

財務活動によるキャッシュ・フロー △536,603 149,090

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 304,467 △397,326

現金及び現金同等物の期首残高 315,697 730,759

現金及び現金同等物の四半期末残高 620,165 333,433
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

  

  

(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
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