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(百万円未満切捨て)

１．2021年２月期第３四半期の連結業績（2020年３月１日～2020年11月30日）

（１）連結経営成績(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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年２月期第３四半期 36,092 △25.3 1,186 △69.9 883 △77.4 223 △90.8
2020年２月期第３四半期 48,292 － 3,944 － 3,903 － 2,423 －

(注) 包括利益 2021年２月期第３四半期 377百万円( △83.1％) 2020年２月期第３四半期 2,238百万円( －％)
　

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

2021年２月期第３四半期 6.20 －

2020年２月期第３四半期 66.69 66.60
　　

(注) １ 2019年２月期より決算日を１月31日から２月末日に変更したことに伴い、前第３四半期（2019年３月１日か

ら2019年11月30日）については比較対象となる前々第３四半期（2018年２月１日から2018年10月31日）の期

間が異なるため、対前年同四半期増減率は記載しておりません。

２ 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、2021年２月期第３四半期連結累計期間は潜在株式が存

在しないため、記載しておりません。

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

2021年２月期第３四半期 38,620 20,534 49.4

2020年２月期 38,282 21,492 52.8
(参考) 自己資本 2021年２月期第３四半期 19,073百万円 2020年２月期 20,225百万円
　　　

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

2020年２月期 － 0.00 － 38.00 38.00

2021年２月期 － 0.00 －

2021年２月期(予想) 32.00 32.00
(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　　

３．2021年２月期の連結業績予想（2020年３月１日～2021年２月28日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 52,547 △20.2 1,550 △66.3 1,178 △74.3 312 △89.1 8.67
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
　

　　



※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無
　　

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　　

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無

② ①以外の会計方針の変更 ： 無

③ 会計上の見積りの変更 ： 無

④ 修正再表示 ： 無
　　

（４）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) 2021年２月期３Ｑ 36,676,300株 2020年２月期 36,676,300株

② 期末自己株式数 2021年２月期３Ｑ 662,000株 2020年２月期 718,900株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2021年２月期３Ｑ 35,982,065株 2020年２月期３Ｑ 36,344,937株

　
（注）期末自己株式数及び期中平均株式数の算定上控除する自己株式数には、株式給付信託（BBT）が保有する当社

株式を含めております。
　

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の四半期レビューの対象外です

※ 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。
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１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大に伴う経済活動の制限による

景気悪化の影響で極めて厳しい状況で推移しました。経済活動の制限が徐々に緩和されたことで個人消費の緩やかな

回復の兆しも見られたものの、新型コロナウイルス感染症の感染者数が再度拡大傾向となり、依然として先行きが不

透明な状況が継続しています。

このような環境下、当社グループの国内事業につきましては、政府施策等の影響もあり消費回復基調となった10月

にかけて伸長したものの、その後の新型コロナウイルス感染症の再拡大に伴い消費動向が鈍化する中、国内売上高及

び国内売上総利益は前年同期比を下回りました。なお、国内通販売上高は前年同期比、伸長しております。販売管理

費につきましては、広告宣伝費、歩合家賃、販売委託費の削減等による更なる抑制に取り組んでおります。

戦略的事業パートナーであるBelle International Holdings Limited（以下、Belle社）との中国合弁事業につきま

しては、中国での新型コロナウイルス感染症拡大に一定の歯止めがかかり個人消費の回復が見られる状況の下、小売

会社（持分法適用会社）及び卸会社（連結子会社）の売上高は回復基調を示しました。加えてライブコマース等の伸

長があり、中国通販売上高は増加しております。また米国事業につきましては、MOUSSY VINTAGEの販売が安定し引き

続き堅調な推移となっております。

当第３四半期連結会計期間末における店舗数につきましては、国内店舗数は373店舗（直営店287店舗、FC店86店

舗）、同海外店舗数は５店舗（直営店５店舗）、合計378店舗になりました。また、Belle社との合弁会社が展開する

中国小売事業の店舗数は292店舗になりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は360億92百万円（前年同四半期比25.3％減）、営業利益は11億86

百万円（前年同四半期比69.9％減）、経常利益は８億83百万円（前年同四半期比77.4％減）、親会社株主に帰属する

四半期純利益は２億23百万円（前年同四半期比90.8％減）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて３億38百万円増加して386億20百万円と

なりました。これは、現金及び預金が15億５百万円減少したこと、受取手形及び売掛金が12億６百万円増加したこと、

及び商品が７億24百万円増加したこと等によるものです。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて12億96百万円増加して180億86百万円となりました。これは、短期

借入金により30億円増加したこと、支払手形及び買掛金が８億12百万円増加した一方、長期借入金が９億７百万円減

少したこと、未払金が７億91百万円減少したこと、未払法人税等が７億79百万円減少したこと等によるものです。

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて９億58百万円減少して205億34百万円となりました。これは、配

当金の支払に伴い利益剰余金が13億74百万円減少したこと、利益剰余金が親会社株主に帰属する四半期純利益により

２億23百万円増加したこと等によるものです。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年２月29日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 16,133 14,628

受取手形及び売掛金 7,455 8,661

商品 5,163 5,888

貯蔵品 61 149

その他 472 388

貸倒引当金 △0 －

流動資産合計 29,285 29,716

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,544 1,565

土地 350 350

建設仮勘定 7 2

その他（純額） 104 84

有形固定資産合計 2,005 2,003

無形固定資産

ソフトウエア 566 654

その他 74 91

無形固定資産合計 640 745

投資その他の資産

投資有価証券 1,666 1,400

敷金及び保証金 3,334 3,198

繰延税金資産 1,219 1,425

その他 130 130

投資その他の資産合計 6,351 6,154

固定資産合計 8,997 8,904

資産合計 38,282 38,620
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2020年２月29日)

当第３四半期連結会計期間
(2020年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,442 4,255

短期借入金 － 3,000

1年内返済予定の長期借入金 3,982 200

未払金 1,868 1,077

未払費用 653 507

未払法人税等 1,338 558

預り保証金 25 5

賞与引当金 261 301

資産除去債務 66 64

その他 211 237

流動負債合計 11,849 10,207

固定負債

長期借入金 3,125 6,000

長期未払金 111 107

退職給付に係る負債 18 19

預り保証金 470 464

資産除去債務 1,056 1,120

繰延税金負債 64 63

その他 93 103

固定負債合計 4,940 7,879

負債合計 16,790 18,086

純資産の部

株主資本

資本金 8,258 8,258

資本剰余金 8,075 8,059

利益剰余金 4,854 3,703

自己株式 △749 △692

株主資本合計 20,439 19,327

その他の包括利益累計額

繰延ヘッジ損益 △0 －

為替換算調整勘定 △213 △254

その他の包括利益累計額合計 △213 △254

非支配株主持分 1,267 1,461

純資産合計 21,492 20,534

負債純資産合計 38,282 38,620
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

四半期連結損益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年３月１日
　至 2019年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
　至 2020年11月30日)

売上高 48,292 36,092

売上原価 19,527 15,667

売上総利益 28,765 20,425

販売費及び一般管理費 24,820 19,239

営業利益 3,944 1,186

営業外収益

受取利息 5 4

為替差益 － 18

補助金収入 80 73

その他 16 27

営業外収益合計 102 123

営業外費用

支払手数料 20 20

支払利息 33 25

為替差損 30 －

固定資産除却損 28 4

持分法による投資損失 9 343

その他 22 32

営業外費用合計 144 426

経常利益 3,903 883

特別利益

雇用調整助成金 － 221

特別利益合計 － 221

特別損失

店舗臨時休業による損失 － 397

減損損失 123 79

特別損失合計 123 476

税金等調整前四半期純利益 3,780 627

法人税、住民税及び事業税 1,016 389

法人税等調整額 178 △188

法人税等合計 1,195 201

四半期純利益 2,584 426

非支配株主に帰属する四半期純利益 160 203

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,423 223
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四半期連結包括利益計算書

第３四半期連結累計期間

(単位：百万円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2019年３月１日
　至 2019年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2020年３月１日
　至 2020年11月30日)

四半期純利益 2,584 426

その他の包括利益

繰延ヘッジ損益 1 0

為替換算調整勘定 △206 △28

持分法適用会社に対する持分相当額 △140 △21

その他の包括利益合計 △345 △49

四半期包括利益 2,238 377

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 2,153 182

非支配株主に係る四半期包括利益 84 194
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（３）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

該当事項はありません。

（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。

（会計方針の変更）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

当社グループは、衣料品等の企画販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

（追加情報）

（会計上の見積りの不確実性について）

当社グループにおける新型コロナウイルス感染症の影響は、外出自粛、休業要請等による来店客数の減少となり

ます。当第３四半期末においては、新型コロナウイルス感染症の現下における状況に鑑み、経済活動が再開されて

いる地域では緩やかに業績が回復すると見込んでおりますが、例年並みの業績までは回復せず、当社グループへの

新型コロナウイルス感染症の影響は当連結会計年度末まで一定程度残るとの仮定の下、固定資産の減損会計及び繰

延税金資産の回収可能性等の会計上の見積りを行っております。

なお、新型コロナウイルス感染症の収束時期は不透明であり、収束に更に時間を要する場合には当社グループの

経営成績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

　


