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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）

  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 ％ 

24年２月期第２四半期  12,809  △15.2  △438  －  △440  －  △866  －

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

  
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  △21 80 － 

23年２月期第２四半期  △2  24 － 

  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  14,922  8,472  56.8  213  13

23年２月期 15,828 9,372 59.2 235 69 

（参考）自己資本 24年２月期第２四半期 8,472百万円 23年２月期 9,372百万円

  
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 

23年２月期 －  0 00 － 0 00  0  00

24年２月期 －  0 00       

24年２月期（予想）    － 0 00  0  00

（注）当四半期における配当予想の修正有無： 無

  （％表示は、対前期増減率）

  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 26,000 △12.4 △160 － △170 － △780 － △19 61 

（注）当四半期における業績予想の修正有無： 無
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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) － 

（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。 

  

（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。   

  

   

  

  

（１）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 無

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用： 有

①  会計基準等の改正に伴う変更： 有  

②  ①以外の変更              ： 無  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年２月期２Ｑ 40,834,607株 23年２月期 40,834,607株

②  期末自己株式数 24年２月期２Ｑ 1,082,971株 23年２月期 1,068,727株

③  期中平均株式数（四半期累計） 24年２月期２Ｑ 39,760,339株 23年２月期２Ｑ 39,772,106株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、３月11日に発生した東日本大震災により鉱工業生産が急激に

低下するとともに、個人消費も自粛ムードの広がりや計画停電の影響で大幅に悪化いたしました。しかしその後は

サプライチェーンの復旧が進み、生産や輸出は概ね震災前の水準に回復し、設備投資や個人消費も持ち直しており

ます。ただ海外経済の減速や急速な円高が、今後の回復の懸念材料となっております。 

 小売業界は、自粛ムードが緩和するとともに震災の復興需要や節電、猛暑などによる特需によって回復傾向をた

どっており、大手小売業の売上高は前年を上廻っております。 

 当社グループにおきましても、３～４月度は震災の影響が大きかった東日本を中心に販売契約高（受注高）が既

設店前年比で86％に落ち込みましたが、５月度以降は回復傾向にあり、当第２四半期連結累計期間では、販売契約

高（受注高）の既設店前年比は94％まで回復いたしました。 

 きもの事業では、中核である㈱さが美においては、年間最大規模の熱海展示販売会の契約高が前年を上廻り、ま

た㈱東京ますいわ屋においては今年度より新たにスタートした企画が震災後も好評で、５月度以降の販売契約高

（受注高）回復を牽引しました。さらに夏場の浴衣販売が、花火大会の自粛というマイナス材料があったにもかか

わらず、機能性素材を生かした新商品の開発や早い時期からのオーダー浴衣への取組が功を奏し、前年並みの点数

を販売することができました。 

 ホームファッション事業では、売上高の回復スピードが速く、当第２四半期連結累計期間において既設店比較で

前年並みの売上高を確保いたしました。節約志向に対応したキッチン雑貨、さらに猛暑に対応した涼感グッズ等が

拡販されました。 

 店舗面におきましては、きもの事業において震災によるショッピングセンターの閉鎖と効率悪化により９店舗が

閉鎖、ホームファッション事業は効率悪化により４店舗閉鎖いたしました。これにより当第２四半期連結会計期間

末における店舗数は、㈱さが美244店舗、㈱東京ますいわ屋48店舗、㈱九州さが美15店舗、グループ合計で307店舗

となっております。また業態別店舗数は、きもの事業230店舗、ホームファッション事業76店舗、ジュエリー事業1

店舗となっております。 

 また第１四半期連結会計期間におきまして、「資産除去債務に関する会計基準」の適用により、資産除去債務の

うち過去分を特別損失として３億72百万円計上しております。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、営業収益128億9百万円（前年同四半期比15.2％の減）となり、

利益面においては、営業損失４億38百万円（前年同四半期は23百万円の営業利益）、経常損失４億40百万円（前年

同四半期は20百万円の経常利益）、四半期純損失8億66百万円（前年同四半期比７億77百万円の悪化）となりまし

た。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における総資産は、149億22百万円となり、前連結会計年度末に比べて９億５百万

円減少しました。これは、主として現金及び預金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、64億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ５百万円減少しました。これは、主として資産

除去債務の増加はあるものの、長期借入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、84億72百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億円減少しました。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。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の景気は、緩やかに回復していくと予想しております。当社グループといたしましては、東日本大震災によ

って減少した売上高を少しでも取り戻すとともに、ホームファッション事業の新規出店や既存のきもの店舗に新し

い機能を付加して活性化を図るなど、今後の成長に向けた取組みを強化してまいります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

  

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

 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。  

  

（３）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項の変更 

資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「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）および「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２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失が2,311千円増加し、税金等調整前四半期純

損失が376,732千円増加しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

 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

に見られ、再建計画３ヵ年において、毎期営業利益を計上することができました。 

 当第２四半期連結累計期間の業績は、営業損益、経常損益および四半期純損益がすべて悪化しマイナスとなって

おりますが、これは東日本大震災による営業収益の減少と「資産除去債務に関する会計基準」の適用による特別損

失の計上によって、一時的に業績が悪化したことに起因するものであり、重要な環境変化は生じていないと判断し

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当連結会計年度の重点課題である①店頭力の強化、②成長へ向けた取

組み、③人材の育成、④内部統制、コンプライアンスの遵守、⑤ローコストへの継続的取組みの実現に努めてまい

ります。 

  

２．その他の情報
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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23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23年２月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 854,403 1,176,618

受取手形及び売掛金 1,203,487 1,474,756

商品 2,407,669 2,466,602

貯蔵品 9,424 11,330

その他 1,549,065 1,453,585

貸倒引当金 △3,100 △3,048

流動資産合計 6,020,949 6,579,845

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 492,477 459,695

土地 3,267,848 3,262,472

その他（純額） 84,510 89,015

有形固定資産合計 3,844,836 3,811,182

無形固定資産 117,948 138,263

投資その他の資産   

差入保証金 3,445,539 3,743,348

その他 1,707,593 1,831,585

貸倒引当金 △214,416 △275,815

投資その他の資産合計 4,938,717 5,299,117

固定資産合計 8,901,502 9,248,564

資産合計 14,922,451 15,828,409
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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23年２月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,523,499 1,560,909

1年内返済予定の長期借入金 220,000 400,000

未払法人税等 100,940 200,436

前受金 1,301,456 1,246,024

賞与引当金 26,900 33,300

資産除去債務 12,604 －

その他 1,130,396 1,238,292

流動負債合計 4,315,796 4,678,962

固定負債   

長期借入金 1,000,000 1,000,000

退職給付引当金 597,710 619,549

資産除去債務 395,799 －

その他 140,937 157,418

固定負債合計 2,134,447 1,776,967

負債合計 6,450,243 6,455,930

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 △8,445,413 △7,578,514

自己株式 △344,178 △342,778

株主資本合計 9,239,962 10,108,261

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,032 33,004

土地再評価差額金 △768,786 △768,786

評価・換算差額等合計 △767,753 △735,782

純資産合計 8,472,208 9,372,478

負債純資産合計 14,922,451 15,828,409
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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22年２月21日 
 至 平成22年８月20日) 

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

売上高 15,013,466 12,721,098

売上原価 6,627,913 5,719,041

売上総利益 8,385,552 7,002,056

営業収入 93,805 88,227

営業総利益 8,479,358 7,090,284

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 3,357,845 2,948,165

賞与引当金繰入額 33,700 26,900

退職給付費用 181,923 176,317

賃借料 1,962,586 1,744,579

その他 2,919,354 2,632,400

販売費及び一般管理費合計 8,455,409 7,528,363

営業利益又は営業損失（△） 23,948 △438,078

営業外収益   

受取利息 1,789 408

受取配当金 1,339 2,043

株式割当益 6,609 －

仕入割引 13,869 12,284

その他 14,178 9,011

営業外収益合計 37,787 23,748

営業外費用   

支払利息 15,326 9,669

支払補償費 17,540 11,968

その他 7,946 4,876

営業外費用合計 40,813 26,514

経常利益又は経常損失（△） 20,922 △440,845

特別利益   

固定資産売却益 3,558 380

投資有価証券売却益 － 9,115

貸倒引当金戻入額 6,654 37,850

特別利益合計 10,212 47,346

特別損失   

固定資産除却損 32,193 2,432

減損損失 12,815 9,125

災害による損失 － 16,873

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 372,428

特別損失合計 45,009 400,859

税金等調整前四半期純損失（△） △13,874 △794,358

法人税、住民税及び事業税 74,429 62,248

法人税等調整額 724 10,291

法人税等合計 75,154 72,540

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △866,898

四半期純損失（△） △89,028 △866,898
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 該当事項はありません。  

  

【事業の種類別セグメント情報】 

 前第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損失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。 

  

【所在地別セグメント情報】 

 前第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。

  

【海外売上高】 

 前第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。 

  

【セグメント情報】 

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

 当社グループは、全セグメントに占める「小売事業」の割合が高く、開示情報としての重要性が乏しいことか

ら、セグメント情報の記載を省略しております。 

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」(企業会計基準第17号 平成21年 

３月27日)および「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第20号 平成 

20年３月21日)を適用しております 

  

  

 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

（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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