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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年3月21日～平成24年3月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 12,137 △4.7 295 △3.5 247 △0.4 177 222.6
23年3月期 12,736 0.8 305 ― 248 ― 55 ―

（注）包括利益 24年3月期 294百万円 （―％） 23年3月期 △25百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利益

率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

24年3月期 7.01 ― 2.5 1.9 2.4
23年3月期 2.17 ― 0.8 1.9 2.4

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23年3月期  ―百万円

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3月期 12,992 7,260 55.9 286.71
23年3月期 12,952 6,966 53.8 275.07

（参考） 自己資本   24年3月期  7,260百万円 23年3月期  6,966百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

24年3月期 390 △193 △228 2,558
23年3月期 948 160 △977 2,589

2.  配当の状況 

（注1）平成24年3月期の配当は、その他資本剰余金を配当原資とする予定です。詳細は後述の「その他資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳」をご覧下
さい。 
（注2）平成25年2月期の配当予想は、本日公表いたしました「決算期変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」のとおり、決算期を毎年3月20日から2月末日
に変更し、平成25年2月期は11ヶ月8日決算となる予定であることを前提としております。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

24年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 50 28.5 0.7

25年2月期(予想) ― 0.00 ― 2.00 2.00 31.6

3. 平成25年 2月期の連結業績予想（平成24年 3月21日～平成25年 2月28日） 
 

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（注）本日公表いたしました「決算期変更及び定款の一部変更に関するお知らせ」のとおり、決算期を毎年3月20日から2月末日に変更し、平成25年2月期は11ヶ
月8日決算となる予定であるため、通期の対前期増減率は記載しておりません。 

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) 5,900 2.1 110 85.8 80 108.1 20 ― 0.79
通期 11,200 ― 290 ― 230 ― 160 ― 6.32



※  注記事項 

(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 有

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 27,670,642 株 23年3月期 27,670,642 株

② 期末自己株式数 24年3月期 2,345,595 株 23年3月期 2,343,555 株

③ 期中平均株式数 24年3月期 25,326,057 株 23年3月期 25,330,608 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年3月期の個別業績（平成23年3月21日～平成24年3月20日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期 10,735 △4.7 262 △11.5 224 △9.6 119 42.2
23年3月期 11,265 1.8 296 ― 248 ― 84 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

24年3月期 4.73 ―

23年3月期 3.33 ―

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3月期 12,950 7,306 56.4 288.50
23年3月期 12,933 7,069 54.7 279.14

（参考） 自己資本 24年3月期  7,306百万円 23年3月期  7,069百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続きを実施中です。 

※ 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。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「経営成績に関する分析」をご覧ください。 



その他資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳 

 平成 24 年３月期の配当のうち、その他資本剰余金を配当原資とする配当金の内訳は以下のとおりであります。 

基準日 期末 合計 

１株当たり配当金 2 円 00 銭 2 円 00 銭 

配当金総額 50 百万円 50 百万円 

 （注）純資産減少割合  0.007（小数点以下３位未満切り上げ） 
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(1）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の経営成績  

  当連結会計年度におけるわが国経済環境は、昨年３月の東日本大震災及び原子力発電所事故の影響により経済

活動に大きな打撃を受けました。その後の復興を通じてサプライチェーンの復旧が進み、景気は一時回復傾向を

見せましたが、夏場以降の欧州危機問題の長期化や世界的な景気の停滞懸念の高まりに加え、年度後半には原油

価格の高騰もあり、極めて不透明な状況で推移いたしました。 

  当アパレル業界におきましても、震災直後の急激な消費マインドの低下から緩やかな回復基調にありますが、

依然として消費者の生活防衛意識は高く、長引くデフレ基調や秋口の天候不順の影響もあり、総じて厳しい環境

が続いております。 

  このような状況のもと当社グループは、中期経営計画「Vplan2013」第２年度計画の見直しを図り、震災が業績

に与える影響を予測し、販売戦略、商品企画、経営効率アップの観点から、実行可能な取り組みを着実に行って

まいりました。 

  その結果、当連結会計年度の業績は、売上高 百万円（前年同期比4.7％減）となり、損益面におきまし

ては、営業利益 百万円（前年同期比3.5％減）、経常利益 百万円（前年同期比0.4％減）となり、当期

純利益は「資産除去債務に関する会計基準」適用に伴う影響額49百万円などを特別損失として計上しましたが、

前連結会計年度に実施した事業所閉鎖損失の戻入や投資有価証券売却益などもあり、 百万円（前年同期比

222.6％増）となりました。 

  セグメント別の業績の概要は次のとおりであります。なお、当連結会計年度より「セグメント情報等の開示に

関する会計基準」を適用しており、セグメント単位の業績の前年同期比較にあたっては、前年同期を新セグメン

トに組み替えて表示しております。 

＜卸売事業＞ 

  専門店、百貨店販路ともに、震災直後におけるインフラの混乱や消費マインドの低迷による消費停滞、計画停

電などの影響から厳しいスタートとなりましたが、下期に入り震災の影響をカバーすべく、消費者のニーズをと

らえた新商品の開発、生産体制の見直しによる商品の適量適時コントロール、効果的な販売促進策実施による店

頭活性化などを実施し業績の回復に努めてまいりました。その結果、売上高98億47百万円（前年同期比4.1％減）

となり、営業利益は1億92百万円（前年同期比14.0％減）となりました。 

＜小売事業＞ 

  当期首においては当社の直営小売２店と子会社の株式会社ベルラピカの婦人服・婦人雑貨小売36店の合計38店

を運営しておりましたが、当連結会計年度中に株式会社ベルラピカにおきましては不採算店舗６店を撤退し、直

輸入品のセレクト業態小売店「Lanhelo(ラネーロ)」を大阪心斎橋に開設するなど２店を新たに出店し、当社にお

きましては、カナダ・モントリオールからの直輸入レザーコレクション「m0851」ブランド商品の１号店を東京銀

座に出店するなど２店を新たに開設し、当連結会計年度末におけるラピーヌグループの直営店舗数は合計36店と

なりました。 

  店舗立地やお客様のニーズに対応した品揃えや積極的な販売促進による既存顧客のお買上げ点数増加や新規顧

客の獲得に努めるなど店舗毎の損益改善に取り組むとともに、新しい小売店舗の開発、運営をスタートさせまし

た。その結果、売上高22億90百万円（前年同期比7.3％減）となりましたものの、営業利益は1億2百万円（前年同

期比25.1％増）となりました。 

②次期の見通し  

  次期の見通しにつきましては、景気はまだら模様ながら緩やかな持ち直しの動きが見られるとの観測がありま

すものの、欧州債務問題の再燃懸念や原油価格の上昇、国内デフレ傾向の継続など先行きの不透明感は拭えず、

しばらくは予断を許さない厳しい経営環境が続くものと思われます。 

  アパレル業界におきましても、雇用や所得に対する不安が根強いことから、消費者の生活防衛意識は依然高

く、当社グループを取り巻く環境は依然として厳しいものと認識しております。 

  このような情勢を踏まえ、当社グループとして、新しく平成24年度をスタートとする３ヵ年の新中期経営計画

「NL2015」を策定いたしました。 

  卸売事業の収益改善と小売事業の拡大を両輪に、経営効率改善と財務体質強化を重点課題とし、安定的な成長

が確保できる体制を目指してまいります。また、市場の変化を捉えて迅速な意思決定と行動を実現することを目

的に、本年２月に組織を改編し、商品部・販売部一体のブランドグループ別事業部制を導入いたしました。これ

により、ブランド戦略と販売戦略の両面から既存卸売お得意先との取り組み強化策の実行による売上の拡大と採

算性の改善を図ってまいります。また、マガショーニ・ニューヨークをはじめとする直輸入商品の卸売を拡充す

るとともに、有力専門店の新規開拓にも注力してまいります。 

  小売事業につきましては、セレクト業態の「LAGLAIA（ラグライア）」、「Lanhelo(ラネーロ)」や直輸入レザ

ーコレクション「m0851」の早期軌道化と既存店舗の更なる収益向上の施策に取り組むとともに、新しく新設した

１．経営成績

121億37

2億95 2億47

1億77



ＦＢ（ファッションビジネス）情報室を主幹部門に新たな小売ビジネスを研究・開発してまいります。 

  経営効率改善につきましては、従業員の働き甲斐向上、人的生産性の向上、商品、資産の効率的活用に取り組

むとともに、キャッシュフロー重視の経営により財務の健全性確保にも努めてまいります。 

  なお、次期の業績につきましては、社内業務の合理化のため３月20日から２月末日への決算期変更を予定して

おり、その影響を見込み、売上高112億円、営業利益2億90百万円、経常利益2億30百万円、当期純利益1億60百万

円を予想しております。  

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

 当連結会計年度末における資産合計は 百万円（前年同期比40百万円増加）、負債合計は 百万円

（前年同期比2億53百万円減少）となり、純資産合計は 百万円（前年同期比2億94百万円増加）となりまし

た。 

②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、仕入債務の減少 百万円などの支出があり

ましたが、税金等調整前当期純利益 百万円、減価償却費 百万円などの収入により、 百万円の収入

（前年同期比5億57百万円減少）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出 百万円な

どにより、 百万円の支出（前年同期比3億53百万円減少）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入 円がありましたもの

の、短期借入金の減少 百万円、社債の償還 百万円などの支出により、 百万円の支出（前年同期比

7億49百万円増加）となりました。 

 この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ 百万円減少して、

百万円となりました。 

③ キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（注）１．各指標の算出方法は、以下のとおりです。  

(1) 自己資本比率：自己資本／総資産 

(2) 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

(3) キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

(4) インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

２．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

３．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

４．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

５．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。 

６．利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

７．キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フ

ローがマイナスである期については、記載しておりません。 

   

129億92 57億31

72億60

1億17

2億17 1億69 3億90

1億46

1億93

8億

8億20 1億20 2億28

30

25億58

  平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期 平成24年３月期

自己資本比率（％） 59.4 56.4 50.5 53.8 55.9 

時価ベースの自己資本

比率（％） 
18.3 12.9 11.0 13.9 19.5 

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率（年）
－ － 10.1 4.0 9.2 

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ（倍） 
－ － 5.2 11.6 5.7 



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは、株主の皆様への利益還元を重要な経営政策のひとつと位置付けており、当期の経営成績並びに将

来の経営環境変化への対応や計画的な事業展開を総合的に勘案した上で、継続的に安定配当を実施することが株主の

皆様の長期的な利益に合致するものと考えております。内部留保につきましては、多様化する市場のニーズを捉えた

新ブランド・新製品の開発や既存ブランド売場活性化の為の改装投資、情報システム投資など、安定的な経営基盤を

確保し収益向上に寄与する為の必要原資として考えております。 

 当社個別業績は第62期（平成22年３月期）において大幅な損失を計上したことから、第63期（平成23年３月期）ま

での２期間において配当の実施を見送らせていただきましたが、第64期（平成24年３月期）におきましては収益力の

強化及び経営改善に努め、個別業績及び連結業績ともに第63期に引き続き黒字となりました。 

 当期の期末配当につきましては、平成24年６月15日開催予定の当社第64回定時株主総会において「資本準備金及び

利益準備金の額の減少の件」をご承認いただくことを前提として、その他資本剰余金を原資として１株当たり２円の

期末配当（復配）を実施する予定です。その詳細は本日別途公表しております「資本準備金及び利益準備金の額の減

少、剰余金の処分並びに剰余金の配当（復配）に関するお知らせ」をご参照下さい。 

 なお、次期の配当につきましては、上記の方針と今後の業績見通しを勘案し、期末に１株当たり２円を予定してお

ります。 

  

(4）事業等のリスク 

 当社グループの事業などのリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項には以下の

ようなものがありますが、これらのリスクの回避に継続的に努めてまいります。 

 なお、以下に記載している将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものでありま

す。 

①消費動向の変化に伴うリスク 

 当社グループが取り扱う衣料品は、変化しやすい流行などのトレンドや、対象顧客のニーズの多様化などの影響

を受けやすい市場にあります。このため、国内外の流行情報などを的確に把握し、魅力的な製品をお買い求めやす

い価格にて提供することに努めておりますが、ファッショントレンドの急激な変化や消費者の嗜好の変化、競合す

る同業他社の動向に加え、景気変動の影響による個人消費の低迷などによって、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

②気象状況や災害などによるリスク 

 当社グループが取り扱う衣料品は、天候の影響を受けやすく、冷夏や暖冬、長雨などの天候不順により、消費者

の大きな需要変化が生じる場合があります。当社グループは、そのような気象状況による売上の影響を極力受ける

ことのないよう、生産の短サイクル化や生産コントロールに今後も努めてまいりますが、予測を超えた気象状況の

変化により見込んでいた売上が伸び悩み、あるいは地震などの天災によって営業の中断が生じた場合、当社グルー

プの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③取引先与信に関するリスク 

 当社グループでは取引先の信用度把握に万全を期すため、調査機関や業界情報の活用により日常的な情報収集や

与信管理を徹底し、債権の回収不能という事態を未然に防ぐ体制を取っております。しかしながら、上記の取り組

みの範囲を超えた事象が突発的に発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④製品の品質に関するリスク 

 当社グループは、製品の品質維持・管理のため「品質管理基準」を制定し、グループを挙げて取り組んでおりま

すが、万一、製造物責任に関わる製品事故が発生した場合、賠償費用の発生、販売の減少に加え、ブランドの信用

失墜により、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

⑤法的規制に関するリスク 

 当社グループは、製品の販売、仕入れ、情報管理等において、景品表示法、下請法、独占禁止法、個人情報保護

法などの法的規制の適用を受けております。当社グループでは、各業務担当部門が経営統括本部と連携しながら、

すべての法的規制を遵守するように取り組んでおります。しかしながら、規制強化による遵守コスト増加の可能性

や、上記の取り組みの範囲を超えた事象が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥個人情報に関するリスク 

 当社グループは、顧客管理などのため多数の個人情報を保有しております。個人情報については、全社的に情報

管理体制の構築に取り組んでおりますが、万一、個人情報が外部に漏洩するような事態が発生した場合、社会的信

用失墜による売上の減少や顧客に対する損害賠償による損失が発生し、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性

があります。 

⑦海外におけるリスク 

 当社グループでは、企画した製品の大部分を国内の協力工場に委託し生産しておりますが、一部の製品につきま



しては中国ほかの海外に生産を委託しております。それに伴い、為替レートの変動、テロ、天災、伝染病といった

リスクが発生する恐れがあり、その結果、原価高や製品輸入が困難になるといったリスクが発生した場合、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また当社グループでは、海外の有力企業が所有する知的財産権の使用許諾によりブランド事業を展開しておりま

す。万一、契約期間満了に伴う契約の終了や、不測の事由による契約の解除、契約内容の変更など、ライセンス契

約を継続できない事態が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑧システムに関するリスク 

 当社グループは、コンピュータシステムと通信ネットワークを利用して業務処理を行っており、自然災害や事

故、コンピュータウイルスに起因するシステムの停止、ハッカーなどの外部からの不正な侵入などの犯罪により、

システムダウンや重要データの消失または漏洩が生じる可能性があります。当社グループにおいては外部からの不

正アクセスやウイルス感染の防御、内部管理体制の強化などの対策を行っておりますが、このような事態が発生し

た場合、事故対応のコストの増加、損害賠償や信用力の低下等のリスクが想定され、当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。 

⑨固定資産の減損に関するリスク 

 当社グループにおいて、上記①～⑧のリスクの顕在化等により、当社グループ事業におけるブランドや売場単位

の収支悪化が発生した場合には、保有する固定資産について減損損失が発生し、当社グループの業績に影響を与え

る可能性があります。 

  



 当社グループは、当社（株式会社ラピーヌ）と連結子会社１社（株式会社ベルラピカ）により構成されており、婦人

服の企画、製造、販売を主たる業務としております。 

 当社グループの当社及び子会社の位置付けは次のとおりであります。 

①連結財務諸表提出会社（当社） 

 当社は、高級婦人服を企画し、主に国内の協力工場へ委託して製造を行っています。販売につきましては、東京、

大阪、福岡の各営業拠点から、全国の専門店、百貨店を中心に販売活動を行っております。 

②連結子会社 

 株式会社ベルラピカは、婦人服及び婦人雑貨の小売事業運営を行っております。当社製品を中心に仕入れ、販売す

るほか、他社商品の仕入れ、販売を行っており、平成24年４月末日現在で32店舗の運営を行っております。 

［事業系統図］ 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 
  

(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「真実と信頼」を創業以来の経営理念とし、消費者第一主義に徹した経営のもと、高級婦人既製

服のアパレル事業並びに婦人衣料の小売事業において、ファッションを通じて社会の生活文化向上に貢献することを

目指しております。また、その基本方針に基づき、ラピーヌ製品をご愛用いただくお客様一人ひとりの満足度向上な

らびにラピーヌファンの増大を目標とした事業展開を推し進め、消費者、取引先、株主の皆様にご満足頂けますよう

企業価値を更に高める努力を続けてまいります。  

  

(2）中長期的な会社の経営戦略 

①経営の基本を高品質の追求に置き、メーカーとしての商品の品質維持向上はもとより、お取引先や顧客に対するサ

ービスの向上とともに、経営品質の向上に努め、「商品価値と企業価値の極大化」を目指し、絶えず自己革新を続

けてまいります。 

②ファッションという美を通じて、お客様の夢を実現し、装いの喜びを実感できる豊かなファッションライフ（心の

満足）を創造してまいります。 

③時代のニーズと環境の変化を正しく見極め、迅速な経営を目指すとともに「感性と科学」による新しいファッショ

ンビジネスを展開してまいります。 

以上により、安定的な収益構造を確立して、永続的な成長発展を実現することを中長期的な経営の重要課題と認

識しております。  

  

(3）会社の対処すべき課題 

 当社グループでは、経営の透明性・迅速かつ適切な経営判断による業務執行に加えて、法令を遵守し社会常識に照

らして公正な企業活動を行うことにより健全なコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。また今後に

おきましても、会社法や金融商品取引法などの関連法令の遵守に努め、管理体制の整備を行ってまいります。 

   

(4）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。  

  

２．企業集団の状況

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,589,540 2,558,780

受取手形及び売掛金 1,579,826 1,568,097

商品及び製品 2,123,599 2,096,303

仕掛品 327,392 309,767

原材料及び貯蔵品 44,633 49,133

繰延税金資産 154,563 138,952

その他 151,356 108,532

貸倒引当金 △3,774 △2,670

流動資産合計 6,967,138 6,826,897

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※  5,622,248 ※  5,557,132

減価償却累計額 △4,248,213 △4,163,212

建物及び構築物（純額） 1,374,035 1,393,919

機械装置及び運搬具 457,686 387,669

減価償却累計額 △437,947 △374,738

機械装置及び運搬具（純額） 19,738 12,930

土地 ※  3,341,243 ※  3,341,243

その他 491,627 486,441

減価償却累計額 △399,363 △398,937

その他（純額） 92,264 87,503

有形固定資産合計 4,827,281 4,835,596

無形固定資産   

のれん 15,176 －

その他 20,340 19,530

無形固定資産合計 35,516 19,530

投資その他の資産   

投資有価証券 ※  406,191 ※  519,980

差入保証金 663,079 741,255

その他 154,934 134,183

貸倒引当金 △101,960 △84,722

投資その他の資産合計 1,122,244 1,310,697

固定資産合計 5,985,042 6,165,824

資産合計 12,952,181 12,992,722



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,234,968 1,117,077

短期借入金 ※  2,440,000 ※  1,620,000

1年内返済予定の長期借入金 ※  78,700 ※  445,128

1年内償還予定の社債 120,000 620,000

未払金 255,413 262,282

未払費用 194,546 191,587

未払法人税等 40,491 37,803

返品調整引当金 118,800 94,000

ポイント引当金 30,900 25,215

その他 138,074 108,529

流動負債合計 4,651,893 4,521,624

固定負債   

社債 800,000 180,000

長期借入金 ※  358,900 ※  713,772

繰延税金負債 － 3,774

退職給付引当金 55,530 124,077

役員退職慰労引当金 93,608 103,953

資産除去債務 － 61,470

長期預り保証金 5,913 6,213

その他 19,685 16,977

固定負債合計 1,333,637 1,210,236

負債合計 5,985,530 5,731,861

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,354,021 4,354,021

資本剰余金 4,021,519 4,021,519

利益剰余金 △955,099 △777,629

自己株式 △354,266 △354,412

株主資本合計 7,066,175 7,243,500

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △99,525 17,361

その他の包括利益累計額合計 △99,525 17,361

純資産合計 6,966,650 7,260,861

負債純資産合計 12,952,181 12,992,722



（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成24年３月20日) 

売上高 12,736,163 12,137,849

売上原価 ※1, ※2  7,188,181 ※1, ※2  6,792,819

売上総利益 5,547,981 5,345,029

販売費及び一般管理費   

販売促進費 363,731 346,764

貸倒引当金繰入額 8,495 821

給料及び手当 3,040,731 2,884,215

退職給付費用 87,759 118,776

役員退職慰労引当金繰入額 10,078 10,345

地代家賃 539,871 450,637

減価償却費 85,736 108,996

のれん償却額 15,176 15,176

その他 1,090,528 1,114,276

販売費及び一般管理費合計 5,242,108 5,050,009

営業利益 305,872 295,020

営業外収益   

受取利息 2,556 1,236

受取配当金 12,603 12,254

受取地代家賃 4,958 4,958

受取保険金 － 6,000

生命保険配当金 611 711

その他 20,517 13,956

営業外収益合計 41,247 39,117

営業外費用   

支払利息 87,593 79,666

その他 10,969 7,010

営業外費用合計 98,562 86,676

経常利益 248,558 247,462

特別利益   

固定資産売却益 － ※3  1,528

投資有価証券売却益 2,883 11,431

貸倒引当金戻入額 － 1,103

事業所閉鎖損失戻入額 － 20,151

特別利益合計 2,883 34,215

特別損失   

固定資産除売却損 ※4  11,070 ※4  6,368

投資有価証券評価損 26,564 －

減損損失 ※5  2,744 ※5  701

事業所閉鎖損失 ※6  64,925 ※6  1,300

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 49,602

その他 400 6,180

特別損失合計 105,705 64,152

税金等調整前当期純利益 145,736 217,525

法人税、住民税及び事業税 20,570 20,670

法人税等調整額 70,147 19,385

法人税等合計 90,717 40,055

少数株主損益調整前当期純利益 － 177,469

当期純利益 55,019 177,469



（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成24年３月20日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 177,469

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － 116,886

その他の包括利益合計 － ※2  116,886

包括利益 － ※1  294,356

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 294,356

少数株主に係る包括利益 － －



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成24年３月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,354,021 4,354,021

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,354,021 4,354,021

資本剰余金   

前期末残高 4,021,519 4,021,519

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,021,519 4,021,519

利益剰余金   

前期末残高 △1,010,118 △955,099

当期変動額   

当期純利益 55,019 177,469

当期変動額合計 55,019 177,469

当期末残高 △955,099 △777,629

自己株式   

前期末残高 △353,789 △354,266

当期変動額   

自己株式の取得 △477 △145

当期変動額合計 △477 △145

当期末残高 △354,266 △354,412

株主資本合計   

前期末残高 7,011,633 7,066,175

当期変動額   

当期純利益 55,019 177,469

自己株式の取得 △477 △145

当期変動額合計 54,542 177,324

当期末残高 7,066,175 7,243,500

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △19,010 △99,525

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △80,515 116,886

当期変動額合計 △80,515 116,886

当期末残高 △99,525 17,361

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 △19,010 △99,525

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △80,515 116,886

当期変動額合計 △80,515 116,886

当期末残高 △99,525 17,361



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成24年３月20日) 

純資産合計   

前期末残高 6,992,623 6,966,650

当期変動額   

当期純利益 55,019 177,469

自己株式の取得 △477 △145

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △80,515 116,886

当期変動額合計 △25,973 294,211

当期末残高 6,966,650 7,260,861



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成24年３月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 145,736 217,525

減価償却費 145,647 169,876

のれん償却額 15,176 15,176

固定資産除売却損益（△は益） 11,070 4,839

減損損失 2,744 701

事業所閉鎖損失 64,925 1,300

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 49,602

投資有価証券評価損益（△は益） 26,564 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,313 △523

返品調整引当金の増減額（△は減少） △41,100 △24,800

退職給付引当金の増減額（△は減少） 46,511 68,546

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10,078 10,345

ポイント引当金の増減額（△は減少） △4,453 △5,685

事業所閉鎖損失戻入額 － △20,151

受取利息及び受取配当金 △15,160 △13,491

支払利息 87,593 79,666

投資有価証券売却損益（△は益） △2,883 △11,431

売上債権の増減額（△は増加） 183,696 11,729

たな卸資産の増減額（△は増加） 323,826 40,420

仕入債務の増減額（△は減少） 62,517 △117,890

未払消費税等の増減額（△は減少） 7,650 △28,305

その他 △40,194 20,322

小計 1,036,261 467,774

利息及び配当金の受取額 14,753 12,781

利息の支払額 △81,522 △69,048

法人税等の支払額 △21,245 △20,583

営業活動によるキャッシュ・フロー 948,248 390,924

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 △69,962 △146,447

有形固定資産の売却による収入 － 3,020

無形固定資産の取得による支出 △1,200 △850

投資有価証券の取得による支出 △8,708 △15,029

投資有価証券の売却による収入 9,491 29,156

会員権の売却による収入 85,000 －

差入保証金の純増減額（△は増加） 164,319 △60,044

その他 △18,370 △3,164

投資活動によるキャッシュ・フロー 160,570 △193,358

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） △730,000 △820,000

長期借入れによる収入 － 800,000

長期借入金の返済による支出 △101,200 △78,700

社債の償還による支出 △140,000 △120,000

自己株式の取得による支出 △477 △145

配当金の支払額 △1,560 △1,439

その他 △4,582 △8,041

財務活動によるキャッシュ・フロー △977,819 △228,325



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成24年３月20日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 130,998 △30,760

現金及び現金同等物の期首残高 2,458,541 2,589,540

現金及び現金同等物の期末残高 ※  2,589,540 ※  2,558,780



 該当事項はありません。  

   

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自 平成22年３月21日  
   至 平成23年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月21日  
   至 平成24年３月20日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数    １社 

連結子会社の名称  株式会社ベルラピカ 

１ 連結の範囲に関する事項 

同左 

２ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しており

ます。 

２ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

３ 会計処理基準に関する事項 ３ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定） 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

 移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同左 

②棚卸資産 

 製品及び仕掛品 

 総平均法に基づく原価法（収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）を採用しております。

②棚卸資産 

同左 

 原材料（表生地） 

 移動平均法に基づく原価法（収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）を採用しておりま

す。 

  

 原材料（副素材） 

 先入先出法に基づく原価法（収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）を採用しておりま

す。 

  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法（但し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）については定額

法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物及び構築物  ３～50年 

器具及び備品   ５～８年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。 

 なお、のれんについては５年間均等償却によっ

ております。 

 また、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年以内）に基づいて

おります。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 



前連結会計年度 
（自 平成22年３月21日  
   至 平成23年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月21日  
   至 平成24年３月20日） 

③リース資産  

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用しております。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成21年３月20日以

前のリース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっております。 

③リース資産  

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 当連結会計年度末に保有する債権の貸倒れによ

る損失に充てるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

②返品調整引当金 

 売上製品の返品による損失に充てるため、過去

の返品率等を勘案した将来の返品による損失予想

額を計上しております。 

②返品調整引当金 

同左 

③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に充てるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当連結会計年度末において発生してい

ると認められる額を計上しております。 

 数理計算上の差異については、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）

による定額法により翌連結会計年度から費用処理

することとしております。 

（会計方針の変更） 

 当連結会計年度より、「「退職給付に係る会計

基準」の一部改正（その３）」（企業会計基準第

19号 平成20年７月31日）を適用しております。

 なお、この変更による損益への影響はありませ

ん。  

③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に充てるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当連結会計年度末において発生してい

ると認められる額を計上しております。 

 数理計算上の差異については、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）

による定額法により翌連結会計年度から費用処理

することとしております。 

  

④役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に充てるため、役員退

職慰労金規程に基づく当連結会計年度末要支給額

を計上しております。 

④役員退職慰労引当金 

同左 

⑤ポイント引当金 

 販売促進を目的とするポイント制度に基づき顧

客ヘ付与したポイントの利用に備えるため、当連

結会計年度末において将来利用されると見込まれ

る額を計上しております。 

⑤ポイント引当金 

同左 

(4）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引については、特例処理の要件

を満たしているため、特例処理を採用しておりま

す。 

(4）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取引 

ヘッジ対象…借入金の支払利息 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 



前連結会計年度 
（自 平成22年３月21日  
   至 平成23年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月21日  
   至 平成24年３月20日） 

③ヘッジ方針 

 社内規程である「デリバティブ取引管理規程」

に基づき、金利変動リスクをヘッジしておりま

す。 

③ヘッジ方針 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引については、特例処理を採用

しているため、有効性評価を省略しております。

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(5）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

────── 

(5）連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内

に満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動について僅少なリスクし

か負わない短期的な投資からなっております。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

同左 

４ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価の方法は、全面時

価評価法を採用しております。 

────── 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっております。 

────── 



  

  

  

（７）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成22年３月21日 
至 平成23年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月21日 
至 平成24年３月20日） 

────── 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 当連結会計年度より、「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）及び「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、当連結会計年度の営業利益及び経常利益は

それぞれ2,824千円、税金等調整前当期純利益は52,426千

円減少しております。また、当会計基準等の適用開始によ

る資産除去債務の変動額は57,399千円であります。 

（８）表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成22年３月21日 
至 平成23年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月21日 
至 平成24年３月20日） 

（連結損益計算書関係）  

 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表

示しておりました「受取地代家賃」は、営業外収益の総額

の100分の10を超えたため、区分掲記しました。なお、前

連結会計年度における「受取地代家賃」は 千円であ

ります。 

  前連結会計年度まで、「店舗閉鎖損失」として掲記して

おりましたが、当連結会計年度より「事業所閉鎖損失」と

して掲記しております。 

4,958

（連結損益計算書関係）  

 前連結会計年度まで営業外収益の「その他」に含めて表

示しておりました「受取保険金」は、営業外収益の総額の

100分の10を超えたため、区分掲記しました。なお、前連

結会計年度における「受取保険金」は 千円でありま

す。 

  当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣

府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利

益」の科目で表示しております。 

1,500

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）  

 前連結会計年度まで、「店舗閉鎖損失」として掲記して

おりましたが、当連結会計年度より「事業所閉鎖損失」と

して掲記しております。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）  

────── 

（９）追加情報

前連結会計年度 
（自 平成22年３月21日 
至 平成23年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月21日 
至 平成24年３月20日） 

──────  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は、「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」

の金額を記載しております。 



  

（10）注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成23年３月20日） 

当連結会計年度 
（平成24年３月20日） 

※   担保資産 

 短期借入金 千円、長期借入金 千円

（うち１年以内返済予定額 千円）に対し担保に

供している資産は、次のとおりであります。 

1,960,000 437,600

78,700

※   担保資産 

 短期借入金 千円、長期借入金 千

円（うち１年以内返済予定額 千円）に対し担

保に供している資産は、次のとおりであります。 

1,140,000 1,158,900

445,128

建物及び構築物 千円870,707

土地 千円3,309,332

投資有価証券 千円307,504

計 千円4,487,543

建物及び構築物 千円909,101

土地 千円3,309,332

投資有価証券 千円379,698

計 千円4,598,131

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成22年３月21日 
至 平成23年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月21日 
至 平成24年３月20日） 

※１ 商品及び製品の期末たな卸高は収益性の低下に伴う

簿価切下後の金額であり、たな卸資産評価損

千円が売上原価に含まれております。 

132,307

※１ 商品及び製品の期末たな卸高は収益性の低下に伴う

簿価切下後の金額であり、たな卸資産評価損

千円が売上原価に含まれております。 

111,185

※２ 返品調整引当金の戻入額 千円が売上原価に含

まれております。 

41,100 ※２ 返品調整引当金の戻入額 千円が売上原価に含

まれております。 

24,800

※３             ────── ※３ 固定資産売却益 

   車両運搬具 千円であります。 1,528

※４ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。  

建物 千円2,799

器具及び備品 千円1,332

その他 千円54

原状回復費用等 千円6,883

計 千円11,070

※４ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。  

建物 千円3,752

器具及び備品 千円506

その他 千円670

原状回復費用等 千円1,438

計 千円6,368

※５ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

 当社グループは百貨店・直営店等の売場単位を軸と

した管理会計を行っており、基本的に売場別にグルー

ピングを決定しております。なお、賃貸用資産や遊休

資産については個別の物件毎に、のれんについては主

としてブランドグループ毎にグルーピングしておりま

す。 

 営業活動から生じる損益が継続してマイナスである

事業用資産を回収可能価額まで減額し、減損損失とし

て特別損失に計上しております。 

 なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定

し、処分価額を零と見積もって評価しております。 

場所 用途 種類 
減損損失
（千円） 

東京都他 
店舗・売
場用資産 

建物  388

器具及び
備品  2,355

合計  2,744

※５ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

同左 

場所 用途 種類 
減損損失
（千円） 

東京都他
店舗・売
場用資産 

建物  14

器具及び
備品  686

合計  701



当連結会計年度（自 平成23年３月21日 至 平成24年３月20日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益  

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

  

前連結会計年度（自 平成22年３月21日 至 平成23年３月20日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 自己株式の株式数の増加8,131株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

該当事項はありません。 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 

前連結会計年度 
（自 平成22年３月21日 
至 平成23年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月21日 
至 平成24年３月20日） 

※６ 事業所閉鎖損失の内訳は次のとおりであります。  

建物等 千円15,669

原状回復費用等 千円32,979

その他 千円16,276

計 千円64,925

※６ 事業所閉鎖損失の内訳は次のとおりであります。  

原状回復費用等 千円1,300

  

  

  

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益   △25,495千円 

少数株主に係る包括利益        ─ 

計   △25,495千円

その他有価証券評価差額金   △80,515千円 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末

株式数（株) 
当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度 
減少株式数（株) 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式  27,670,642  －  －  27,670,642

合計  27,670,642  －  －  27,670,642

自己株式     

普通株式 （注）  2,335,424  8,131  －  2,343,555

合計  2,335,424  8,131  －  2,343,555



当連結会計年度（自 平成23年３月21日 至 平成24年３月20日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 自己株式の株式数の増加2,040株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

該当事項はありません。 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

次のとおり、決議を予定しております。  

  

  
前連結会計年度末

株式数（株) 
当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度 
減少株式数（株) 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式  27,670,642  －  －  27,670,642

合計  27,670,642  －  －  27,670,642

自己株式     

普通株式 （注）  2,343,555  2,040  －  2,345,595

合計  2,343,555  2,040  －  2,345,595

決議 株式の種類 
配当金の総額
（百万円） 

配当の原資
１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日

平成24年６月15日 

定時株主総会 
普通株式  50 資本剰余金  2 平成24年３月20日 平成24年６月18日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成22年３月21日 
至 平成23年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月21日 
至 平成24年３月20日） 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

   現金及び現金同等物の範囲と現金及び預金勘定は一

致しております。 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲

記されている科目の金額との関係 

同左 



前連結会計年度（自 平成22年３月21日 至 平成23年３月20日） 

 当社グループは、婦人服製造販売事業以外に事業の種類がないため、記載を省略しております。 
  

前連結会計年度（自 平成22年３月21日 至 平成23年３月20日） 

 本邦以外の売上高はないため、記載を省略しております。 
  

前連結会計年度（自 平成22年３月21日 至 平成23年３月20日） 

 海外売上高はないため、記載を省略しております。 

  

（追加情報）  

 当連結会計年度より「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）及び「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。 

  

１．報告セグメントの概要 

当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、

取締役会が経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであ

ります。 

当社グループは、「卸売事業」「小売事業」を報告セグメントとしております。 

「卸売事業」は婦人服等の卸販売、「小売事業」は婦人服等の小売販売を行っております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」

における記載と同様であります。報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

当連結会計年度（自 平成23年３月21日 至 平成24年３月20日） 

（単位：千円）

（注）１（1）セグメント資産の調整額8,635,588千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産であります。全

社資産は、主に報告セグメントに帰属しない本社土地、本社建物等であります。 

（2）減価償却費の調整額139,376千円は、報告セグメントに帰属しない全社資産に係るものでありま

す。 

（3）有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額140,392千円は、報告セグメントに帰属しない全

社資産に係るものであります。 

２ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と一致しております。  

（セグメント情報等）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

ｄ．セグメント情報

  
報告セグメント 調整額 

(注)１ 

連結財務諸表
計上額 
(注)２ 卸売事業 小売事業 計 

売上高         

外部顧客への売上高  9,847,665  2,290,183  12,137,849 －  12,137,849

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ － － － － 

計  9,847,665  2,290,183  12,137,849 －  12,137,849

セグメント利益  192,900  102,120  295,020 －  295,020

セグメント資産  3,715,153  641,981  4,357,134  8,635,588  12,992,722

その他の項目  

 減価償却費  28,944  40,622  69,566  139,376  208,943

 のれんの償却額 －  15,176  15,176 －  15,176

 減損損失  701 －  701 －  701

 有形固定資産及び無形固定資産

の増加額  
 18,118  64,397  82,515  140,392  222,908



当連結会計年度（自  平成23年３月21日  至  平成24年３月20日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示している為、記載を省略しております。  

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。 

  

(2）有形固定資産 

 本邦以外に所在している有形固定資産がないため、記載を省略しております。  

  

３．主要な顧客ごとの情報 

（単位：千円）

  

当連結会計年度（自  平成23年３月21日  至  平成24年３月20日） 

  セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自  平成23年３月21日  至  平成24年３月20日） 

（単位：千円）

  

当連結会計年度（自  平成23年３月21日  至  平成24年３月20日） 

 該当事項はありません。 

  

ｅ．関連情報

顧客の名称又は氏名 売上高 関連するセグメント名

㈱髙島屋  1,450,016 卸売事業 

ｆ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｇ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

  

報告セグメント  

調整額 合計 

卸売事業 小売事業 計 

当期償却額 －  15,176  15,176 －  15,176

当期末残高 － － － － － 

ｈ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報



 （注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎 

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎 

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年３月21日 至 平成23年３月20日）  

当連結会計年度 
（自 平成23年３月21日 至 平成24年３月20日）  

１株当たり純資産額 円275.07

１株当たり当期純利益金額 円2.17

１株当たり純資産額 円286.71

１株当たり当期純利益金額 円7.01

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式
が存在しないため、記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式
が存在しないため、記載しておりません。 

  
前連結会計年度

（平成23年３月20日） 
当連結会計年度

（平成24年３月20日） 

純資産の部の合計額（千円）  6,966,650  7,260,861

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  6,966,650  7,260,861

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通

株式の数（千株） 
 25,327  25,325

  
前連結会計年度

（自 平成22年３月21日  
至 平成23年３月20日） 

当連結会計年度
（自 平成23年３月21日  
至 平成24年３月20日）

当期純利益（千円）  55,019  177,469

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  55,019  177,469

期中平均株式数（千株）  25,330  25,326

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成22年３月21日 
至 平成23年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年３月21日 
至 平成24年３月20日） 

 該当事項はありません。  当社は平成24年５月１日開催の取締役会において、平成

24年６月15日開催予定の当社第64回定時株主総会に下記の

とおり資本準備金及び利益準備金の額の減少について付議

することを決議いたしました。 

1.目的 

 今後の機動的な資本政策及び株主の皆様への配当に備

えるため、会社法第448条第１項の規定に基づき、資本

準備金の一部及び利益準備金の全額を減少させ、それぞ

れその他資本剰余金及び繰越利益剰余金に振替え、増加

した剰余金の一部を欠損補填に充当することにより、分

配可能額の創出を行う。 

2.減少する準備金の項目とその金額 

  資本準備金 

   4,002,723,140円のうち2,000,000,000円 

  利益準備金 

    496,747,689円のうち 496,747,689円（全額） 

3.増加する剰余金の項目と目的 

  その他資本剰余金 2,000,000,000円 

  繰越利益剰余金   496,747,689円 

4.資本準備金及び利益準備金の額の減少の処分の日程 

 (1)取締役会決議日     平成24年５月１日 

 (2)債権者異議申述公告日  平成24年５月11日（予定）

 (3)債権者異議申述 終期日 平成24年６月10日（予定）

 (4)定時株主総会決議日   平成24年６月15日（予定）

 (5)資本準備金及び利益準備金の額の 

  減少の効力発生日    平成24年６月15日（予定）

※詳細につきましては本日別途公開している「資本準備金

及び利益準備金の額の減少、剰余金の処分並びに剰余金

の配当（復配）に関するお知らせ」をご覧下さい。   



 リース取引、関連当事者情報、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプ

ション等、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性

が大きくないと考えられるため開示を省略しております。  

  

（１）役員の異動 

①代表取締役の異動 

  該当事項はありません。 

②その他の役員の異動 

 ・退任予定取締役 

   常務取締役 寺畠 修 （常務執行役員に就任予定） 

   取締役   辻 俊光 （常務執行役員に就任予定） 

   取締役   小林 尚 （上席執行役員に就任予定) 

   取締役   伴野孝幸 （上席執行役員に就任予定） 

 ・役職の異動 

   取締役 専務執行役員 営業本部長   石垣公士 （現 専務取締役 営業本部長） 

   取締役 専務執行役員 経営統括本部長 青井康弘 （現 専務取締役 経営統括本部長） 

   取締役 常務執行役員 商品本部長   北 博成 （現 常務取締役 商品本部長） 

③就任予定日 

  平成24年６月15日 

※詳細につきましては、本日別途公開しております「執行役員制度導入及び役員人事のお知らせ」をご覧ください。

  

（２）その他 

 該当事項はありません。 

  

（開示の省略）

５．その他
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