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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5月31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 ％

22年2月期第1四半期 11,761 ― 571 ― 630 ― 214 ―
21年2月期第1四半期 12,057 △6.4 705 9.5 707 △16.6 325 △17.0

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

22年2月期第1四半期 7.62 ―
21年2月期第1四半期 11.19 ―

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

22年2月期第1四半期 55,400 36,972 66.7 1,316.71
21年2月期 55,231 37,101 67.2 1,307.79

（参考） 自己資本  22年2月期第1四半期  36,970百万円 21年2月期  37,098百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
22年2月期 ―
22年2月期 
（予想）

10.00 ― 10.00 20.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率） 

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
連結累計期間

24,000 ― 750 ― 700 ― 100 ― 3.55

通期 52,000 0.9 2,500 8.9 2,550 8.9 850 20.1 30.17
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧ください。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．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。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

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） 22年2月期第1四半期 30,631,356株 21年2月期 30,631,356株
② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期 2,553,586株 21年2月期 2,263,617株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 28,171,188株 21年2月期第1四半期 30,171,093株
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【定性的情報・財務諸表等】 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、在庫調整の進展や政府の経済対策による景気の

下支え等によって株価は回復傾向を示し、低迷していた情勢に若干の変化が見え始めましたが、企業

収益については悪化が続き、依然として厳しい状態で推移いたしました。個人消費につきましては、

企業収益の悪化を受け、所得や雇用に対する不安感から消費者マインドは一層冷え込み、小売業界は

大変厳しい状況で推移いたしました。 

 このような状況のなか、当社グループは、第２次中期経営計画初年度となる2009年度、信頼性の高

い企業グループの構築とグループ価値の向上を目指し、事業ごとの重点課題に取り組んでおります。 

 エフ・ディ・シィ・プロダクツグループは、「マーケットのシェア拡大」を目指し、「新たな顧客

創造」の政策を推進してまいりました。その結果、百貨店マーケットの客数減少等の影響により減収

減益となったものの、営業利益、経常利益は計画を上回りました。また、新規ブランドの「canal

４℃」（カナルヨンドシィ）と「EAUDOUCE４℃」（オデュースヨンドシィ）は計画を大幅に上回り好

調に推移しております。 

 アスティグループは、「選択と集中」をテーマに、各事業及び子会社の効率的運営による利益体質

強化に取り組んでまいりました。その結果、利益の伴ったビジネスへの集中によって、営業収益、経

常利益ともに前年同期を下回りましたが、荒利益率の改善と経費圧縮が奏功し、営業利益、経常利益

ともに計画を上回り、四半期純利益は計画、前年同期ともに大幅に上回りました。 

 三鈴グループは、既存ブランドの再編成や子会社とのシナジー効果の創出、人材の確保と育成等に

よって、収益の拡大に取り組んでまいりました。その結果、消費者マインドの冷え込みによる客数、

客単価の減少により売上高は前年同期を下回りましたが、原価率の低減によって、売上総利益、経常

利益は、ほぼ前年並みを確保しました。 

 ㈱アージュは、マーケットの拡大に向けたデイリーファッション事業「パレット」の出店と、既存

店における効率経営による損益改善に取り組んでまいりました。その結果、個人消費の落ち込みによ

って既存店は苦戦したものの、パレットの新店は好調に推移し、経常利益は前年同期を下回りました

が、売上高はほぼ前年並みの推移となりました。 

 これにより、当第１四半期連結会計期間の連結業績につきましては、営業利益、経常利益、四半期

純利益は前年同期を下回ったものの、いずれも計画を上回り、堅調に推移いたしました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の連結業績は、営業収益は117億61百万円（前年同期比

2.5％減）、営業利益は５億71百万円（前年同期比18.9％減）、経常利益は６億30百万円（前年同期比

10.8％減）、四半期純利益は２億14百万円（前年同期比33.9％減）となりました。 

 なお、当第１四半期連結会計期間における対前年同期は適用される会計基準が異なるため、参考情

報として記載しております。 

（注）営業収益は、「売上高」と「その他の営業収入」を合計しております。 

２．連結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 

当第１四半期連結会計期間末における財政状態につきましては、資産は主に、受取手形及び売掛

金が３億91百万円増加したことにより、前連結会計年度末と比較して１億69百万円増加し、554億円

となりました。負債は主に、短期借入金が５億27百万円増加したことにより前連結会計年度末と比

較して２億98百万円増加し、184億28百万円となりました。純資産は主に、自己株式が２億66百万円

増加したことにより、前連結会計年度末と比較して１億28百万円減少し369億72百万円となりました。 
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（2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末と比較して１億

69百万円減少し、９億89百万円となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、13百万円の収入となりました。これは主に、税金等調整

前四半期純利益３億75百万円となったものの、売上債権の増加額３億87百万円により相殺されたた

めであります。 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、58百万円の支出となりました。これは主に、固定資産の

取得による支出１億46百万円によるものであります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、１億25百万円の支出となりました。これは主に、配当金

の支払額２億94百万円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 

平成21年４月13日に公表した連結業績予想から変更はありません。 

 

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

 該当事項はありません。 
 

(2) 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 

 ①簡便な会計処理 

・一般債権の貸倒見積高の算定方法 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化

がないと認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しており

ます。 

・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、連結会計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。 
 

 ②四半期連結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。 
 

(3) 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 

 ①四半期財務諸表に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半

期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。

また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 

 ②棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

主として総平均法による原価法によっておりましたが、当第１四半期連結会計期間より「棚卸

資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準９号 平成18年７月５日）が適用されたことに伴

い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切下

げの方法）に変更しております。 

なお、この変更による当第１四半期連結会計期間の損益への影響は軽微であります。 
 

 ③連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用 

当第１四半期連結会計期間より「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当

面の取扱い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

なお、これによる当第１四半期連結会計期間の損益への影響はありません。 
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5.【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１四半期連結会計期間末 
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 817,038 895,894 

受取手形及び売掛金 3,794,143 3,403,014 

商品及び製品 6,204,083 6,235,077 

仕掛品 424,894 240,788 

原材料及び貯蔵品 539,762 474,180 

その他 1,686,755 1,730,121 

貸倒引当金 △12,616 △10,340 

流動資産合計 13,454,059 12,968,737 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,139,434 6,228,442 

土地 6,057,585 6,060,262 

その他（純額） 372,173 343,019 

有形固定資産合計 12,569,193 12,631,724 

無形固定資産   

のれん 8,783,199 8,922,521 

その他 515,442 541,099 

無形固定資産合計 9,298,642 9,463,621 

投資その他の資産   

投資有価証券 13,467,173 13,319,315 

前払年金費用 2,034,909 2,043,372 

その他 5,273,220 5,512,844 

貸倒引当金 △696,418 △708,455 

投資その他の資産合計 20,078,884 20,167,076 

固定資産合計 41,946,721 42,262,422 

資産合計 55,400,781 55,231,159 
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末 
(平成21年５月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,957,586 3,880,093 

短期借入金 7,053,680 6,525,985 

1年内償還予定の社債 295,000 295,000 

未払法人税等 177,448 704,192 

賞与引当金 468,269 415,805 

役員賞与引当金 17,038 38,700 

その他 2,576,489 2,369,707 

流動負債合計 14,545,512 14,229,484 

固定負債   

社債 37,500 45,000 

長期借入金 586,936 638,158 

退職給付引当金 474,555 472,161 

役員退職慰労引当金 355,791 339,538 

その他 2,427,753 2,405,569 

固定負債合計 3,882,537 3,900,427 

負債合計 18,428,050 18,129,911 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,486,520 2,486,520 

資本剰余金 18,300,326 18,300,303 

利益剰余金 18,242,677 18,322,785 

自己株式 △1,977,462 △1,710,590 

株主資本合計 37,052,062 37,399,019 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 186,877 △29,879 

繰延ヘッジ損益 △879 10,845 

土地再評価差額金 △264,512 △264,512 

為替換算調整勘定 △3,321 △16,503 

評価・換算差額等合計 △81,835 △300,049 

少数株主持分 2,504 2,278 

純資産合計 36,972,730 37,101,248 

負債純資産合計 55,400,781 55,231,159 
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 11,305,537 

売上原価 5,381,874 

売上総利益 5,923,662 

その他の営業収入 455,673 

営業総利益 6,379,336 

販売費及び一般管理費 5,807,377 

営業利益 571,958 

営業外収益  

受取利息 1,033 

受取配当金 8,111 

持分法による投資利益 25,426 

投資不動産賃貸料 26,975 

為替差益 11,794 

その他 16,112 

営業外収益合計 89,452 

営業外費用  

支払利息 24,450 

その他 6,096 

営業外費用合計 30,546 

経常利益 630,864 

特別利益  

固定資産売却益 119 

貸倒引当金戻入額 411 

その他 687 

特別利益合計 1,218 

特別損失  

固定資産売却損 853 

固定資産除却損 38,360 

投資有価証券評価損 187,109 

減損損失 22,149 

店舗閉鎖損失 8,300 

特別損失合計 256,773 

税金等調整前四半期純利益 375,308 

法人税、住民税及び事業税 93,517 

法人税等調整額 66,803 

法人税等合計 160,321 

少数株主利益 225 

四半期純利益 214,761 
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 375,308 

減損損失 22,149 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △9,760 

賞与引当金の増減額（△は減少） 52,464 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,982 

その他の引当金の増減額（△は減少） △5,409 

受取利息及び受取配当金 △9,144 

支払利息 24,450 

持分法による投資損益（△は益） △25,426 

為替差損益（△は益） 3,424 

投資有価証券評価損益（△は益） 187,109 

固定資産除却損 38,360 

固定資産売却損益（△は益） 734 

売上債権の増減額（△は増加） △387,468 

たな卸資産の増減額（△は増加） △216,943 

仕入債務の増減額（△は減少） 76,834 

その他 424,846 

小計 561,512 

利息及び配当金の受取額 64,958 

利息の支払額 △23,104 

法人税等の支払額 △590,307 

営業活動によるキャッシュ・フロー 13,058 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △146,679 

固定資産の売却による収入 2,748 

投資有価証券の取得による支出 △4,253 

その他 89,988 

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,195 

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） 542,704 

長期借入金の返済による支出 △66,231 

社債の償還による支出 △7,500 

自己株式の取得による支出 △267,003 

配当金の支払額 △294,869 

その他 △32,138 

財務活動によるキャッシュ・フロー △125,038 

現金及び現金同等物に係る換算差額 510 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △169,664 

現金及び現金同等物の期首残高 1,159,152 

現金及び現金同等物の四半期末残高 989,488 
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務

諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四

半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 
 
(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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

(1) （要約）四半期連結損益計算書 

  前第１四半期連結累計期間（自平成20年３月１日 至平成20年５月31日） 

 
前年同四半期 

(平成21年２月期第１四半期） 

区分 金額（千円）  

[営業収益] [12,057,665]

Ⅰ 売上高 11,601,128

Ⅱ 売上原価 6,100,080

   売上総利益 5,501,047

Ⅲ その他の営業収入 456,537

   営業総利益 5,957,585

Ⅳ 販売費及び一般管理費 5,252,351

   営業利益 705,233

Ⅴ 営業外収益 62,202

Ⅵ 営業外費用 60,037

   経常利益 707,398

Ⅶ 特別利益 7,512

Ⅷ 特別損失 6,139

   税金等調整前四半期純利益 708,770

   税金費用 383,792

   少数株主損失 △159

   四半期純利益 325,137
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 前第１四半期連結累計期間（自平成20年３月１日 至平成20年５月31日） 

  
前年同四半期 

（平成21年２月期第１四半期） 

区分  
金額 

（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

   税金等調整前四半期純利益 708,770

   減価償却費 177,832

   のれん償却額 137,173

   貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,848

   賞与引当金の増減額（△は減少） △10,438

   退職給付引当金の増減額（△は減少） △16,743

   その他引当金の増減額（△は減少） △130,640

   受取利息及び受取配当金 △12,103

   支払利息 20,431

   持分法による投資損失 33,682

   為替差益 △34,739

   固定資産除却損 2,092

   固定資産売却益 △1,573

   売上債権の増減額（△は増加） △1,065,012

   たな卸資産の増減額（△は増加） △912,669

   仕入債務の増減額（△は減少） 99,268

   未払消費税の増減額（△は減少） △53,626

   その他資産の増減額（△は増加） △47,499

   その他負債の増減額(△は減少) △38,191

    小計 △1,146,835

   利息及び配当金の受取額 100,524

   利息の支払額 △22,631

   法人税等の支払額 △729,770

  営業活動によるキャッシュ・フロー △1,798,712
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前年同四半期 

（平成21年２月期第１四半期） 

区分  
金額 

（千円） 

Ⅱ 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 △65,812

   有形固定資産の売却による収入 3,634

   無形固定資産の取得による支出 △27,935

   投資有価証券の取得による支出 △17,793

   長期貸付による支出 △410

   長期貸付金の回収による収入 5,019

   長期前払費用に係る支出 △865

   定期預金の預入による支出 △1,505

   その他の投資に係る支出 △61,913

   その他投資の回収による収入 87,785

  投資活動によるキャッシュ・フロー △79,795

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

   短期借入金の増減額（△は減少） 2,651,639

   長期借入金の返済による支出 △31,195

   社債の償還による支出 △25,000

   自己株式売却による収入 6

   自己株式取得による支出 △55,283

   配当金の支払額 △301,917

  財務活動によるキャッシュ・フロー 2,238,248

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,211

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 354,529

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 649,085

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 1,003,615
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