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1.  平成24年3月期第1四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年6月30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）

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3月期第1四半期 12,681 △0.3 205 △3.9 277 7.8 112 ―
23年3月期第1四半期 12,717 △3.3 213 ― 257 ― △606 ―

（注）包括利益 24年3月期第1四半期 115百万円 （―％） 23年3月期第1四半期 △629百万円 （―％）

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

24年3月期第1四半期 6.93 ―
23年3月期第1四半期 △37.27 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第1四半期 53,693 31,389 58.5
23年3月期 54,252 31,526 58.1
（参考） 自己資本   24年3月期第1四半期  31,389百万円 23年3月期  31,526百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  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

23年3月期 ― 0.00 ― 15.50 15.50
24年3月期 ―
24年3月期（予想） 0.00 ― 15.50 15.50

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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

第2四半期(累計) 22,200 1.7 △550 ― △530 ― △1,150 ― △70.70
通期 53,200 5.2 1,950 18.4 2,000 9.7 300 ― 18.44



(1) 当四半期連結累計期間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) 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 

(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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。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、添付資料
Ｐ．２「１．当四半期決算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」をご覧ください。 

4.  その他

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期1Q 16,485,078 株 23年3月期 16,485,078 株
② 期末自己株式数 24年3月期1Q 219,718 株 23年3月期 219,718 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期1Q 16,265,360 株 23年3月期1Q 16,265,499 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成23年３月に発生した東日本大震災やその後の原発事故の

影響により、景気の先行きは不透明な状況で推移いたしました。  

 特に衣料品小売業界におきましては、震災直後には個人消費が急速に落ち込むなど厳しい状況で推移いたしまし

たが、被災地の早期復旧が実施されたことに加えて、夏場の節電対策に応じた「クールビズ」が例年より早期に実

施されており、関連商品は好調に推移したものの、本格的な景気回復には至っておらず、依然として厳しい経営環

境となりました。 

 このような環境のもと当社グループの主力事業である衣料品販売事業におきましては、このたびの震災による原

発事故で「節電対策」が重要課題となっている事を受けて、当社はビジネスシーンにおける新たなファッション概

念「SAVE BIZ」を提唱いたしました。これは既存のビジネスファッション（ドレスコード）にとらわれることなく

お洒落で快適なビジネスウェアの提案と提供をし、それを通じて、積極的に節電にも協力をしようとする試みで

す。対象商品といたしましては、家庭用洗濯機で上下丸ごと水洗いでき、クリーニング代を節約できる経済的な

「洗えるスーツ」、完全ノーアイロンの「ｉシャツ」や洗える「ｉパンツ」に加え、節電の夏に涼しさを追求した

「ビズポロ（ビジネスポロシャツ）」、裾を巻き上げて着用出来る「ロールアップパンツ」、裾のないタイプの

「クロップドパンツ」等を関連商品として新たに発売しております。 

 さらに、当社はウェブサイト「save biz.jp」（http://savebiz.jp/）を開設し「SAVE BIZ」の着こなしや最新

情報を発信しております。 

 なお当社グループは衣料品販売事業以外に、100円ショップ事業、広告代理業等を営んでおりますが、重要性が

乏しいため記載を省略しております。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間におきましては、売上高126億８千１百万円（前年同四半期比0.3％

減）、営業利益２億５百万円（前年同四半期比3.9％減）と売上高及び営業利益におきましては前年同四半期を若

干下回りました。しかしながら、経常利益２億７千７百万円（前年同四半期比7.8％増）、四半期純利益１億１千

２百万円（前年同四半期は四半期純損失６億６百万円）と経常利益及び四半期純利益におきましては増益という結

果となりました。 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、現金及び預金が８億５千９百万円減少した一方で、商品在

庫が５億４千２百万円増加したこと等の理由により、流動資産が４億８千９百万円減少いたしました。固定資産が

７千万円減少した結果、総資産は前期末に比べ５億５千９百万円減少し、536億９千３百万円となりました。  

 負債につきましては、長期借入金の返済を３億３千１百万円おこなったこと等により、前期末に比べて４億２千

２百万円減少し、223億３百万円となりました。 

 純資産につきましては、２億５千２百万円の期末配当を実施した一方で、１億１千２百万円の第１四半期純利益

を計上したことなどにより、利益剰余金が１億３千９百万円減少し、313億８千９百万円となりました。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 連結業績予想につきましては、東日本大震災や原発事故の影響もあり依然として先行き不透明な状況ではござい

ますが、売上高、利益面に関しましては概ね計画通りに推移しておりますので、現時点におきまして平成23年５月

13日に発表しました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

 なお、当社グループにおいては、事業の性質上、下半期（10月～３月）の売上高、利益が上半期（４月～９月）

に比べて大きいという季節的な要因があります。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,701,543 5,841,751

受取手形及び売掛金 74,029 102,318

商品 11,655,092 12,198,062

貯蔵品 76,851 77,277

その他 4,163,481 3,962,790

貸倒引当金 △1,792 △2,355

流動資産合計 22,669,206 22,179,844

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,034,872 6,036,594

土地 12,299,076 12,299,076

その他（純額） 608,960 624,584

有形固定資産合計 18,942,909 18,960,255

無形固定資産   

のれん 55,817 49,565

その他 870,133 868,562

無形固定資産合計 925,950 918,127

投資その他の資産   

差入保証金 6,604,543 6,587,802

その他 5,142,009 5,078,693

貸倒引当金 △31,659 △31,613

投資その他の資産合計 11,714,894 11,634,882

固定資産合計 31,583,754 31,513,265

資産合計 54,252,960 53,693,110

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,542,160 10,609,033

1年内返済予定の長期借入金 1,355,228 1,342,628

未払法人税等 279,520 72,644

ポイント引当金 695,138 689,319

賞与引当金 156,000 10,000

店舗閉鎖損失引当金 221,496 202,019

災害損失引当金 89,901 49,644

資産除去債務 58,797 59,101

その他 2,661,765 2,926,449

流動負債合計 16,060,008 15,960,840

固定負債   

長期借入金 3,107,008 2,775,650

退職給付引当金 1,701,179 1,737,449

資産除去債務 875,549 879,806

その他 982,281 949,494

固定負債合計 6,666,018 6,342,401

負債合計 22,726,026 22,303,241
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成23年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,991,368 3,991,368

資本剰余金 3,864,978 3,864,978

利益剰余金 23,968,197 23,828,859

自己株式 △287,730 △287,730

株主資本合計 31,536,813 31,397,475

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △10,232 △7,011

繰延ヘッジ損益 353 △595

その他の包括利益累計額合計 △9,879 △7,606

純資産合計 31,526,934 31,389,868

負債純資産合計 54,252,960 53,693,110
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 12,717,802 12,681,514

売上原価 5,766,903 5,703,037

売上総利益 6,950,899 6,978,476

販売費及び一般管理費 6,737,174 6,773,191

営業利益 213,724 205,284

営業外収益   

受取利息 8,511 8,030

受取配当金 2,348 2,423

受取地代家賃 74,440 90,780

その他 15,306 24,159

営業外収益合計 100,607 125,393

営業外費用   

支払利息 27,065 20,116

賃貸費用 26,707 24,458

その他 3,228 8,581

営業外費用合計 57,000 53,156

経常利益 257,331 277,522

特別損失   

固定資産除売却損 16,900 13,257

減損損失 450 －

災害による損失 － 11,727

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 684,635 －

その他 1,117 －

特別損失合計 703,104 24,985

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（△）

△445,772 252,537

法人税、住民税及び事業税 71,042 51,962

法人税等調整額 89,355 87,800

法人税等合計 160,398 139,762

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△606,171 112,774

四半期純利益又は四半期純損失（△） △606,171 112,774
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△606,171 112,774

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △19,844 3,221

繰延ヘッジ損益 △3,000 △948

その他の包括利益合計 △22,845 2,272

四半期包括利益 △629,016 115,047

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △629,016 115,047

少数株主に係る四半期包括利益 － －

はるやま商事㈱　（7416）　平成24年3月期第1四半期決算短信

－ 6 －



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）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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