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１．平成25年２月期第１四半期の連結業績（平成24年３月１日～平成24年５月31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 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年２月期第１四半期 67,581 10.1 6,216 32.9 6,029 12.2 2,815 30.4

24年２月期第１四半期 61,361 △4.8 4,678 4.0 5,372 1.5 2,159 △16.7

(注) 包括利益 25年２月期第１四半期 2,258百万円(―％) 24年２月期第１四半期 △1,862百万円(―％)

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

25年２月期第１四半期 17. 95 17. 81
24年２月期第１四半期 13. 78 13. 69

（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 ％

25年２月期第１四半期 280,074 155,841 55.2
24年２月期 276,939 157,302 56.3

(参考) 自己資本 25年２月期第１四半期 154,501百万円 24年２月期 155,992百万円

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

 24年２月期 ― ― ― 24. 00 24. 00

 25年２月期 ―

 25年２月期(予想) ― ― 24. 00 24. 00

３．平成25年２月期の連結業績予想（平成24年３月１日～平成25年２月28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)

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) 123,000 8.2 2,600 62.6 3,500 41.6 500 557.9 3. 19

通期 266,600 10.0 13,800 26.0 15,400 15.5 5,000 41.7 31. 91



  

 

 

 
  

・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

了していません。 

  

・本資料に記載されている業績予想に関する記述は、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報

に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性がありま

す。業績予想に関する事項は、【添付資料】P.２「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧くださ

い。 

  

※ 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

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

  新規  ―社 (社名)    、除外  ―社 (社名)

（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) 25年２月期１Ｑ 172,921,669株 24年２月期 172,921,669株

② 期末自己株式数 25年２月期１Ｑ 16,088,166株 24年２月期 16,162,243株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年２月期１Ｑ 156,794,541株 24年２月期１Ｑ 156,695,535株

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項
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当第１四半期連結累計期間（平成24年３月１日～平成24年５月31日）におけるわが国経済は、東日本大

震災の復興需要等を背景とする回復の動きが見られたものの、欧州債務問題の再燃による世界的な金融不

安の拡大や電力供給問題等、先行きはいまだ不透明で予断を許さない状況が続いております。 

 当アパレル・ファッション業界では、消費者の節約志向は依然として強いものの、震災の影響の反動か

ら、市場は緩やかな回復基調となりました。 

 このような経営環境のなか、当社グループは今期から新たな成長を目指す、中期三ヵ年経営計画をスタ

ートさせました。国内事業につきましては、既存事業の構造改革を進めながら、新規ビジネスや強化事業

に人員をシフトさせることで事業拡大と収益性を高める施策を推進しました。また、今期から新たに子会

社となったバーズグループは、生産部門、販売部門の両面から、シナジー効果を含めた収益拡大に貢献で

きる体制の構築を進めており、今後、その効果が見込める予定です。       

海外事業につきましては、欧州地区を起点とした経営基盤の充実と積極的なグローバルビジネスの拡大

施策を進めたことにより、金融不安等による経済の減速影響はあるものの、各地域とも計画どおり推移し

増収増益となりました。 

以上の結果、連結売上高は675億81百万円（前年同期比10.1％増）、連結営業利益は62億16百万円（前

年同期比32.9％増）、連結経常利益は60億29百万円（前年同期比12.2％増）、連結四半期純利益は28億15

百万円（前年同期比30.4％増）となりました。 

  

セグメントの状況は、次のとおりです。  

国内事業において、株式会社オンワード樫山の業績が前年を大きく上回るとともに、その他の各子会社

も計画通りの業績をあげることができました。また、海外事業におきましては、経済環境の減速影響を受

け計画を下回る事業もありましたが、各地域とも概ね計画通りに推移しました。 

サービス関連事業ならびにリゾート関連事業につきましては、順調に業績を伸ばし増収増益となりまし

た。 

  

当第１四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31億35百万円増加し、2,800

億74百万円となりました。負債は、前連結会計年度末に比べ45億96百万円増加し、1,242億33百万円とな

りました。純資産は14億61百万円減少し、1,558億41百万円となり、自己資本比率は、55.2％となりまし

た。 

  

平成25年２月期の第２四半期連結累計期間および通期の連結業績予想につきましては、平成24年４月６

日公表の業績予想から変更はありません。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

(１）連結経営成績に関する定性的情報

① アパレル関連事業

② その他の事業

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（資産、負債、純資産の状況）

（３）連結業績予想に関する定性的情報
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 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。 

  

 （追加情報） 

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上

の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４

日）を適用しています。 

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

株式会社オンワードホールディングス（8016）　平成25年２月期　第１四半期決算短信

-3-



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24年２月29日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 33,192 29,261

受取手形及び売掛金 25,256 28,743

商品及び製品 26,591 28,159

仕掛品 1,360 606

原材料及び貯蔵品 3,492 3,271

その他 9,388 11,211

貸倒引当金 △387 △529

流動資産合計 98,895 100,723

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 24,398 24,876

土地 49,413 49,732

その他（純額） 9,175 9,949

有形固定資産合計 82,987 84,558

無形固定資産   

のれん 40,793 41,823

その他 2,701 2,699

無形固定資産合計 43,495 44,523

投資その他の資産   

投資有価証券 35,179 33,222

その他 19,183 19,851

貸倒引当金 △2,801 △2,803

投資その他の資産合計 51,561 50,269

固定資産合計 178,044 179,350

資産合計 276,939 280,074
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年２月29日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年５月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 33,238 32,900

短期借入金 29,865 33,115

未払法人税等 5,699 3,338

賞与引当金 1,266 1,919

役員賞与引当金 267 64

返品調整引当金 513 649

ポイント引当金 202 219

建替関連損失引当金 1,320 444

その他 11,717 13,573

流動負債合計 84,091 86,224

固定負債   

長期借入金 19,640 20,600

退職給付引当金 4,122 4,240

役員退職慰労引当金 139 146

その他 11,642 13,021

固定負債合計 35,545 38,008

負債合計 119,636 124,233

純資産の部   

株主資本   

資本金 30,079 30,079

資本剰余金 50,043 50,043

利益剰余金 119,524 118,503

自己株式 △23,326 △23,214

株主資本合計 176,320 175,412

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △3,792 △5,872

繰延ヘッジ損益 9 △68

土地再評価差額金 △12,502 △12,502

為替換算調整勘定 △4,042 △2,467

その他の包括利益累計額合計 △20,327 △20,910

新株予約権 653 644

少数株主持分 656 695

純資産合計 157,302 155,841

負債純資産合計 276,939 280,074
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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：百万円)

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

売上高 61,361 67,581

売上原価 30,945 33,694

売上総利益 30,415 33,886

販売費及び一般管理費 25,737 27,669

営業利益 4,678 6,216

営業外収益   

受取ロイヤリティー 181 156

受取地代家賃 146 146

為替差益 156 －

持分法による投資利益 192 157

その他 303 320

営業外収益合計 980 779

営業外費用   

支払利息 166 187

為替差損 － 443

その他 119 335

営業外費用合計 285 967

経常利益 5,372 6,029

特別利益   

固定資産売却益 6 5

特別利益合計 6 5

特別損失   

減損損失 28 76

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,086 －

その他 109 73

特別損失合計 1,225 150

税金等調整前四半期純利益 4,154 5,884

法人税等合計 1,981 3,065

少数株主損益調整前四半期純利益 2,173 2,819

少数株主利益 14 4

四半期純利益 2,159 2,815
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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：百万円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年５月31日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,173 2,819

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △3,986 △2,365

繰延ヘッジ損益 11 △78

為替換算調整勘定 △47 1,571

持分法適用会社に対する持分相当額 △12 310

その他の包括利益合計 △4,035 △561

四半期包括利益 △1,862 2,258

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,884 2,232

少数株主に係る四半期包括利益 22 25
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間(自 平成23年３月１日 至 平成23年５月31日) 

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

                                   （単位：百万円） 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△785百万円には、のれんの償却額△912百万円およびセグメント間取引消去997百万

円、各報告セグメントに配分していない全社費用△869百万円が含まれています。全社費用は主にセグメント

に帰属しない一般管理費です。 

(注) ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。 

  

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第１四半期連結会計期間における、重要な発生及び変動はありません。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成24年３月１日 至 平成24年５月31日) 

１ 報告セグメントごとの売上高及び利益の金額に関する情報 

                                   （単位：百万円） 

 
(注) １ セグメント利益の調整額△851百万円には、のれんの償却額△961百万円およびセグメント間取引消去956百万

円、各報告セグメントに配分していない全社費用△846百万円が含まれています。全社費用は主にセグメント

に帰属しない一般管理費です。 

(注) ２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と一致しています。 

  

２  報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

当第１四半期連結会計期間における、重要な発生及び変動はありません。 

  

 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）セグメント情報等

アパレル関連事業
その他
の事業

計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２（日本） （欧州）

（アジア
・北米）

計

  売上高

(1) 外部顧客への売上高 46,826 8,841 1,510 57,177 4,183 61,361 ─ 61,361

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

376 97 35 509 1,750 2,260 △2,260 ─

計 47,202 8,939 1,545 57,687 5,934 63,621 △2,260 61,361

  セグメント利益 4,608 236 190 5,035 427 5,463 △785 4,678

アパレル関連事業
その他
の事業

計
調整額
（注）１

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２（日本） （欧州）

（アジア
・北米）

計

  売上高

(1) 外部顧客への売上高 52,398 9,330 1,558 63,287 4,294 67,581 ─ 67,581

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

455 98 118 672 1,992 2,664 △2,664 ─

計 52,853 9,429 1,677 63,960 6,286 70,246 △2,664 67,581

  セグメント利益 6,121 244 211 6,577 491 7,068 △851 6,216

（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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