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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年2月21日～平成22年8月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

営業収益 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 ％

23年2月期第2四半期 15,107 △16.1 23 △67.7 20 △75.9 △89 ―

22年2月期第2四半期 18,014 ― 74 ― 86 ― △57 ―

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

23年2月期第2四半期 △2.24 ―

22年2月期第2四半期 △1.44 ―

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

23年2月期第2四半期 16,969 9,279 54.7 233.32
22年2月期 17,250 9,377 54.4 235.78

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  9,279百万円 22年2月期  9,377百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無  
 

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

22年2月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年2月期 ― 0.00

23年2月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年2月21日～平成23年2月20日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
 

営業収益 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 30,600 △11.4 280 9.2 270 7.0 90 ― 2.26



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注） 当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 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連結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。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結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連結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。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※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
表のレビュー手続は終了していません。 

※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、
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） 2ページ 「（3）連結業績予想に関する定性的情報」 をご覧ください。 

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

新規 ―社 （社名 ）、 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期2Q 40,834,607株 22年2月期  40,834,607株

② 期末自己株式数 23年2月期2Q  1,063,884株 22年2月期  1,060,659株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 39,772,106株 22年2月期2Q 39,786,754株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、輸出や生産の拡大が続き企業業績が改善するなど、
着実に回復しております。しかしエコカー補助金の終了や円高・株安の流れの中で、景気の先行きは不安
視されております。  
 また個人消費の動向は低価格・節約志向が続いており、大手小売業の売上高は依然として前年を下廻っ
ております。きもの業界においても夏場のメイン商材である浴衣が苦戦するなど、厳しい環境が続いてお
ります。  
 このような状況の中で、当社グループの中核である㈱さが美は、再建計画最終年度にあたる当年度を
「成長へ向けた基盤づくりの年」と位置づけ、①店頭力の強化、②内部統制、コンプライアンスの遵守、
③ローコストへの継続的取り組みを重点課題として、それらの実現に取り組んでおります。また、子会社
である㈱匠美の清算、ロックマン事業の撤退という再建計画に掲げたリストラ策の完遂に向けて準備を進
めております。  
 この間、きもの事業におきましては、前年度に引き続き客数増を一番の営業課題としてきものお手入れ
アイテムの拡販、廉価のフォーマルきものの集中販売に努め、前年の客数を上廻ることができました。し
かし客単価の減少をカバーするにはいたらず、売上高は前年を下廻っております。またホームファッショ
ン事業におきましては、健康グッズやキッチン雑貨の分野でヒット商品が生まれ、売上高の低下に歯止め
が掛かってきました。  
 店舗のリストラについては、当第２四半期連結累計期間において、当社グループで 17店舗閉鎖し、1店
舗置換え出店いたしました。これにより当第２四半期連結会計期間末では、きもの250店舗、雑貨91店
舗、ジュエリー3店舗、合計344店舗になりました。  
 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、営業収益151億７百万円（前年同四半期比16.1％減）
となり、利益面においては、営業利益23百万円（前年同四半期比67.7％減）、経常利益20百万円（前年同
四半期比75.9％減）、四半期純損失89百万円（前年同四半期比31百万円の悪化）となりました。  
     

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、169億69百万円となり、前連結会計年度末に比べて２
億80百万円減少しました。これは、主として商品や差入保証金が減少したことなどによるものでありま
す。 
 負債については、76億90百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億82百万円減少しました。これは、
主として長期借入金や事業構造改善引当金が減少したことなどによるものであります。 
 純資産については、92億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ98百万円減少しました。これは、主
として四半期純損失を計上したことなどによるものであります。 

  

景気の先行きには不透明感が出ており、低価格・節約志向という消費動向は続くものと予想しておりま
す。  
 当社グループといたしましては、再建計画最終年度においてリストラ策を完遂するとともに、店頭力強
化を始めとする重点課題を着実に実行し、今後の成長の基盤をしっかりと固めてまいります。  
 なお、通期の連結業績予想につきましては、平成22年４月８日付けで公表した数字から変更ありませ
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
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該当事項はありません。 
   

法人税等ならびに繰延税金資産および繰延税金負債の算定方法 
繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等の著しい変化が

生じておらず、かつ、一時差異等の発生状況に大幅な変動がないと認められるので、前連結会計年度
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。 

   

該当事項はありません。 

  

当社は、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または
状況が存在しております。  
 当社グループは、平成19年２月期、平成20年２月期の２連結会計年度において継続して営業損失お
よび経常損失を計上しました。また共用資産の減損等により継続して多額の当期純損失を計上してお
り、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在する状況となりました。  
 このような状況を解消するため、親会社であるユニー株式会社の支援の下、きもの事業を核とした
事業の再構築および経営コストの構造改革等の再建計画を策定し、平成21年２月期以降構造改革を進
めており、その成果は着実にみられ、平成21年２月期および平成22年２月期は営業利益を計上するこ
とができました。  
 再建３年目にあたる当連結会計年度は「成長へ向けた基盤づくりの年」と位置づけ、「店頭力の強
化」「ローコストへの継続的取り組み」「㈱匠美の清算、ロックマン事業からの撤退」を重点課題と
して取り組んでおります。  
 当第２四半期連結累計期間の業績は、営業損益、経常損益とも黒字となり、四半期純損益はマイナ
スとなりました。これは業績不振店舗の閉鎖を進めたことによる損失が発生したためで、重要な環境
変化は生じていないと判断しております。  
 以上より、当第２四半期連結累計期間末において継続企業の前提に関する重要な不確実性は認めら
れないと判断しております。  
 しかしながら、きもの事業を取巻く環境は引続き厳しい状況にあり、現段階では収益構造の大幅な
改善には至っておらず、依然として当社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義
を生じさせるような事象または状況が存在します。  
 これに対して、当該状況の解消を図るべく中期経営計画（再建計画）に沿って引続き重点課題を中
心に構造改革を着実に実行し、再建を確かなものにしてまいります。  

  

  

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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3. 四半期連結財務諸表

(1) 四半期連結貸借対照表

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年２月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,254,167 598,757

受取手形及び売掛金 1,569,592 1,615,836

商品 2,954,769 3,498,849

貯蔵品 9,573 8,860

その他 1,493,812 1,584,482

貸倒引当金 △2,760 △4,729

流動資産合計 7,279,154 7,302,056

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 514,887 534,237

土地 3,203,547 3,203,547

その他（純額） 68,488 70,728

有形固定資産合計 3,786,923 3,808,513

無形固定資産 138,307 147,499

投資その他の資産

差入保証金 4,028,737 4,248,840

その他 2,042,560 2,073,329

貸倒引当金 △306,028 △329,898

投資その他の資産合計 5,765,269 5,992,271

固定資産合計 9,690,500 9,948,283

資産合計 16,969,655 17,250,340
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８月20日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成22年２月20日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,720,195 1,625,044

短期借入金 500,000 －

1年内返済予定の長期借入金 360,000 425,000

未払法人税等 109,276 199,182

前受金 1,314,662 1,352,552

賞与引当金 33,700 40,960

事業構造改善引当金 453,174 642,462

その他 1,290,314 1,459,061

流動負債合計 5,781,323 5,744,263

固定負債

長期借入金 1,155,000 1,335,000

退職給付引当金 645,142 677,672

その他 108,705 115,529

固定負債合計 1,908,847 2,128,202

負債合計 7,690,170 7,872,465

純資産の部

株主資本

資本金 9,217,235 9,217,235

資本剰余金 8,812,318 8,812,318

利益剰余金 △7,642,017 △7,552,988

自己株式 △342,214 △341,780

株主資本合計 10,045,322 10,134,785

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 2,949 11,876

土地再評価差額金 △768,786 △768,786

評価・換算差額等合計 △765,837 △756,910

純資産合計 9,279,484 9,377,875

負債純資産合計 16,969,655 17,250,340
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(2) 四半期連結損益計算書

【第２四半期連結累計期間】

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間
(自 平成21年２月21日
至 平成21年８月20日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成22年２月21日
 至 平成22年８月20日)

売上高 17,899,898 15,013,466

売上原価 7,958,062 6,627,913

売上総利益 9,941,835 8,385,552

営業収入 114,228 93,805

営業総利益 10,056,064 8,479,358

販売費及び一般管理費

給料及び手当 3,783,400 3,357,845

賞与引当金繰入額 55,695 33,700

退職給付費用 229,133 181,923

賃借料 2,283,937 1,962,586

その他 3,629,853 2,919,354

販売費及び一般管理費合計 9,982,020 8,455,409

営業利益 74,043 23,948

営業外収益

受取利息 1,967 1,789

受取配当金 2,810 1,339

株式割当益 － 6,609

仕入割引 18,075 13,869

受取補償金 13,750 －

その他 11,010 14,178

営業外収益合計 47,614 37,787

営業外費用

支払利息 23,271 15,326

支払補償費 － 17,540

その他 11,457 7,946

営業外費用合計 34,728 40,813

経常利益 86,930 20,922

特別利益

固定資産売却益 3,504 3,558

貸倒引当金戻入額 4,006 6,654

特別利益合計 7,510 10,212

特別損失

固定資産除却損 4,724 32,193

減損損失 69,911 12,815

その他 1,893 －

特別損失合計 76,528 45,009

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純
損失（△）

17,912 △13,874

法人税、住民税及び事業税 75,663 74,429

法人税等調整額 △573 724

法人税等合計 75,090 75,154

四半期純損失（△） △57,177 △89,028

㈱さが美(8201)平成23年2月期　第2四半期決算短信

-6-



      該当事項はありません。 

  

 前第２四半期連結累計期間および当第２四半期連結累計期間については、全セグメントの売上高の合
計および営業利益に占める小売業の割合がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情
報の記載を省略しております。 

 前第２四半期連結累計期間および当第２四半期連結累計期間については、在外連結子会社および在外
支店がないため、該当事項はありません。 

 前第２四半期連結累計期間および当第２四半期連結累計期間については、海外売上高がないため、該
当事項はありません。 

  

   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

【事業の種類別セグメント情報】

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(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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