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1.  平成24年9月期第2四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年3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）

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9月期第2四半期 37,201 2.5 3,911 50.5 5,087 49.2 4,953 798.0
23年9月期第2四半期 36,283 △4.3 2,598 227.2 3,409 413.5 551 ―

（注）包括利益 24年9月期第2四半期 5,009百万円 （730.3％） 23年9月期第2四半期 603百万円 （―％）

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9月期第2四半期 170.10 ―

23年9月期第2四半期 18.94 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第2四半期 73,639 38,203 51.9
23年9月期 69,614 33,398 48.0

（参考） 自己資本  24年9月期第2四半期  38,203百万円 23年9月期  33,398百万円

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  ：  有  

24年９月期（予想）期末配当金の内訳 創業６０周年記念配当 3円00銭 

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9月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00

24年9月期 ― 0.00

24年9月期（予想） ― 20.00 20.00

3.  平成24年9月期の連結業績予想（平成23年10月1日～平成24年9月30日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  有  
 

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

通期 66,012 1.9 4,638 44.3 5,777 63.3 5,037 533.2 172.96



(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、金融商品取引法に基づく四
半期財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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ことなる可能性があります。業績予想の前提となる仮定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Ｐ2「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」をご覧下さい。 

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9月期2Q 31,146,685 株 23年9月期 31,146,685 株

② 期末自己株式数 24年9月期2Q 2,024,067 株 23年9月期 2,023,776 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期2Q 29,122,830 株 23年9月期2Q 29,123,171 株



   

   

○添付資料の目次

１．当四半期決算に関する定性的情報 ……………………………………………………………………………………  2

（１）連結経営成績に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（２）連結財政状態に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

（３）連結業績予想に関する定性的情報 ………………………………………………………………………………  2

２．サマリー情報（その他）に関する事項 ………………………………………………………………………………  2

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 …………………………………………………………  2

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 …………………………………………………………  2

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 ………………………………………………………  2

３．四半期連結財務諸表 ……………………………………………………………………………………………………  3

（１）四半期連結貸借対照表 ……………………………………………………………………………………………  3

（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 ………………………………………………………  5

四半期連結損益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  5

四半期連結包括利益計算書    

第２四半期連結累計期間 ………………………………………………………………………………………  6

（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 …………………………………………………………………………  7

（４）継続企業の前提に関する注記 ……………………………………………………………………………………  9

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 ……………………………………………………………  9

㈱コナカ（7494）平成24年９月期 第２四半期決算短信

- 1 -



（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、生産活動などを中心に緩やかに回復に向かい、長期化が懸

念された円高も一段落するなかで、消費傾向にも明るさが感じられるようになったものの、欧州債務問題などによ

り、景気動向は不透明な状況で推移しました。 

このような経済状況のもと、当第２四半期連結累計期間におきましては、基幹事業であるファッション事業の

業績が既存店売上高成長率103.0％となり、概ね順調に推移いたしました。 

営業の概況につきましては、「就活Ｖフェア」、「フレッシャーズＶフェア」などのキャンペーンにより若年

層のお客様の利用拡大に努めました。その結果、10代、20代のお客様の購入が増加し業績を押し上げました。 

商品面につきましては当社独自のシャワークリーンテクノロジーを採用した就活、フレッシャーズ向けの「V-

SUIT」、蓄熱保温効果に優れた「ウォームスーツ」、機能性アンダーウェア「ホットムーブ」などの機能性開発商

品及び主力の「シャワークリーンスーツ」なども販売点数を伸ばし、また、レディース商品の拡充により女性客の

新規開拓が実現いたしました。さらに当社独自の一週間で仕上がるパターンオーダーシステムである“ファストオ

ーダー”などの取り組みにより、従来の顧客に加えて新規客の来店数が増加いたしました。 

グループの店舗数につきましては、主要都市を中心にSUIT SELECTを札幌、広島、金沢、松山、高知、神戸に、

フタタを那覇に計7店舗出店する一方で、契約満了等に伴う5店舗を退店したことにより396店舗となりました。 

以上の結果、当第2四半期連結累計期間におきましては、売上高372億1百万円（前年同期比 2.5％増）、営業利

益39億11百万円（前年同期比 50.5％増）、経常利益50億87百万円（前年同期比 49.2％増）、四半期純利益49億53

百万円（前年同期比 798.0％増）となりました。 

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は330億77百万円となり、前連結会計年度末に比べ45億7百万円増

加いたしました。これは主に現金及び預金が35億40百万円、売掛金が12億61百万円増加したことによるものであり

ます。固定資産は405億62百万円となり、前連結会計年度末に比べ4億81百万円減少いたしました。これは主に有形

固定資産が4億21百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、総資産は736億39百万円となり、前連結会計年度末と比べ40億25百万円増加いたしました。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は314億70百万円となり、前連結会計年度末と比べ25億21百万円

増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が26億51百万円増加したことによるものであります。固定負債

は39億66百万円となり、前連結会計年度末と比べ33億1百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が25億20

百万円、負ののれんが5億49百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は354億36百万円となり、前連結会計年度末と比べ7億79百万円減少いたしました。 

（純資産）  

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は382億3百万円となり、前連結会計年度末に比べ48億5百万円

増加いたしました。これは主に四半期純利益49億53百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は51.9％（前連結会計年度末は48.0％）となりました。 

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年11月11日に公表しました業績予想を修正しております。 

詳細につきましては、本日発表の「平成24年９月期通期業績予想の修正及び配当予想の修正に関するお知らせ」

をご参照下さい。 

   

（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。 

   

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
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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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,207 12,748

受取手形及び売掛金 1,294 2,556

有価証券 159 9

商品及び製品 17,169 16,802

原材料及び貯蔵品 107 106

その他 634 857

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 28,569 33,077

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,568 11,281

土地 13,106 12,976

その他（純額） 802 797

有形固定資産合計 25,477 25,056

無形固定資産   

のれん 11 9

その他 663 578

無形固定資産合計 675 588

投資その他の資産   

投資有価証券 1,586 1,910

敷金及び保証金 9,285 9,133

その他 4,511 4,369

貸倒引当金 △374 △347

投資損失引当金 △118 △147

投資その他の資産合計 14,891 14,918

固定資産合計 41,044 40,562

資産合計 69,614 73,639

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,180 7,832

短期借入金 11,904 11,082

1年内返済予定の長期借入金 1,475 2,993

未払法人税等 250 170

賞与引当金 393 447

役員賞与引当金 6 －

デリバティブ負債 7,807 6,439

その他 1,930 2,503

流動負債合計 28,948 31,470
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 2,685 165

退職給付引当金 742 772

役員退職慰労引当金 95 100

ポイント引当金 1,660 1,487

その他 2,084 1,440

固定負債合計 7,267 3,966

負債合計 36,215 35,436

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,305 5,305

資本剰余金 14,745 14,745

利益剰余金 16,933 21,683

自己株式 △3,338 △3,338

株主資本合計 33,646 38,396

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △248 △192

その他の包括利益累計額合計 △248 △192

少数株主持分 － －

純資産合計 33,398 38,203

負債純資産合計 69,614 73,639
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 36,283 37,201

売上原価 17,902 17,673

売上総利益 18,381 19,527

販売費及び一般管理費 15,782 15,615

営業利益 2,598 3,911

営業外収益   

受取利息 36 31

受取配当金 19 17

不動産賃貸料 228 223

デリバティブ評価益 1,021 1,367

負ののれん償却額 450 549

その他 87 145

営業外収益合計 1,842 2,335

営業外費用   

支払利息 150 125

為替差損 680 841

その他 201 193

営業外費用合計 1,031 1,159

経常利益 3,409 5,087

特別利益   

固定資産売却益 5 19

債務免除益 52 －

貸倒引当金戻入額 0 －

その他 7 －

特別利益合計 66 19

特別損失   

固定資産除却損 11 6

投資有価証券評価損 20 －

減損損失 1,301 85

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 671 －

災害による損失 262 4

その他 495 8

特別損失合計 2,763 104

税金等調整前四半期純利益 712 5,002

法人税、住民税及び事業税 91 86

法人税等調整額 69 △37

法人税等合計 161 49

少数株主損益調整前四半期純利益 551 4,953

少数株主利益 － －

四半期純利益 551 4,953
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 551 4,953

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 51 55

その他の包括利益合計 51 55

四半期包括利益 603 5,009

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 603 5,009

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３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 712 5,002

減価償却費 802 682

減損損失 1,301 85

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 671 －

災害損失 262 4

負ののれん償却額 △450 △549

デリバティブ評価損益（△は益） △1,021 △1,367

貸倒引当金の増減額（△は減少） 276 △26

退職給付引当金の増減額（△は減少） 51 29

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8 4

ポイント引当金の増減額（△は減少） △44 △172

賞与引当金の増減額（△は減少） 24 54

役員賞与引当金の増減額（△は減少） － △6

長期貸付金の家賃相殺額 170 158

敷金及び保証金の家賃相殺額 154 108

投資有価証券評価損益（△は益） 20 －

固定資産売却損益（△は益） △5 △19

固定資産除却損 11 6

受取利息及び受取配当金 △56 △49

支払利息 150 125

為替差損益（△は益） 184 34

売上債権の増減額（△は増加） △660 △1,261

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,487 367

仕入債務の増減額（△は減少） 2,170 2,339

未払消費税等の増減額（△は減少） 138 74

その他 582 730

小計 6,929 6,356

利息及び配当金の受取額 26 22

利息の支払額 △139 △120

災害損失の支払額 △50 △13

法人税等の支払額 △180 △174

法人税等の還付額 28 3

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,614 6,074
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △206 △260

定期預金の払戻による収入 200 212

有形固定資産の取得による支出 △250 △395

有形固定資産の売却による収入 5 96

有形固定資産の除却による支出 △44 △2

有価証券の取得による支出 △149 －

有価証券の売却による収入 149 150

投資有価証券の取得による支出 － △270

投資有価証券の売却及び償還による収入 29 9

敷金及び保証金の差入による支出 △61 △128

敷金及び保証金の回収による収入 232 101

貸付けによる支出 △222 △21

貸付金の回収による収入 18 34

その他 △31 △9

投資活動によるキャッシュ・フロー △329 △482

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） 4,482 △821

長期借入れによる収入 300 75

長期借入金の返済による支出 △7,005 △1,077

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △0 △201

その他 △31 △38

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,255 △2,064

現金及び現金同等物に係る換算差額 △184 △34

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,844 3,492

現金及び現金同等物の期首残高 6,721 8,989

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,565 12,482

㈱コナカ（7494）平成24年９月期 第２四半期決算短信

- 8 -



  該当事項はありません。 

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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