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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） 

 

(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 ％

25年2月期第1四半期 3,860 1.5 257 6.5 254 1.5 110 129.4
24年2月期第1四半期 3,802 12.8 242 122.5 250 115.6 48 △5.5

（注）包括利益 25年2月期第1四半期 123百万円 （129.9％） 24年2月期第1四半期 53百万円 （―％）

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 16.23 ―
24年2月期第1四半期 7.07 ―

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 7,980 5,016 62.9
24年2月期 8,566 5,097 59.5
（参考） 自己資本   25年2月期第1四半期  5,016百万円 24年2月期  5,097百万円

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

24年2月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
25年2月期 ―
25年2月期（予想） 0.00 ― 30.00 30.00

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、四半期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) 7,016 3.7 48 △22.6 57 △25.3 7 ― 1.03
通期 16,653 6.9 1,080 29.0 1,097 27.1 571 62.8 83.82



(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いません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 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、四半期
決算短信（添付資料）３ページ「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 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） 25年2月期1Q 6,813,880 株 24年2月期 6,813,880 株
② 期末自己株式数 25年2月期1Q 1,779 株 24年2月期 1,779 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期1Q 6,812,101 株 24年2月期1Q 6,812,101 株
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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 

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）における国内経済におきま

しては、個人消費や雇用情勢が改善し、緩やかな持ち直しの動きが見られたものの、ギリシャ問題

に端を発した欧州債務危機の再燃による世界経済の減速や円高の長期化、本格的な需要時期を目前

に控えた電力供給問題に対する懸念など、依然先行きは不透明な状況で推移いたしました。 

国内衣料品販売におきましては、前年３月が、震災直後の休業や営業時間の短縮、消費の自粛等

の影響で売上を大きく落としていたことにより、当年３月は売上高が前年を大きく上回る状況とな

りましたが、４月以降は天候不順が続き、気温の変動も大きかったこともあり、売上高は不安定な

状況で推移しました。 

このような状況の中で当グループは、店頭から生産現場までを結んだ情報システム網を活用し、

製造・販売を一体化した自己完結型の国内生産体制の強みを生かしながら、多様に変化する顧客ニ

ーズに、機敏かつ柔軟に対応できるように尽力して参りました。 

当第１四半期連結累計期間における業績におきましては、３月は前年の震災による反動で売上高

は大きく上回りましたが、４月以降は、震災後の春物需要の高まりとメディアで当社のモノづくり

に対する取り組みが紹介されたことによる反響で前年売上水準が高くなっている状況に加え、天候

が不安定な状況で推移したことや、気温の変動も大きかったことから、春夏物商品の売れ行きが週

替りで変動する不安定な状況となりました。 

当グループの主力部門である「靴下屋関連部門」では、既存店舗の移転・リニューアルを進める

と共に、『マイティソクサー』から『靴下屋スタンダード』へと業態変更を行うことにより、ブラ

ンド力と認知度の向上に努めました。また、増床によるレディース・メンズを扱う複合店化を推し

進めながら、メンズ商品の展開場面の拡大やアイテム数強化を行うことにより、 適で安定した利

益が確保できる店舗の実現を目指して参りました。 

「ショセット関連部門」では、レディース・メンズの複合展開に向けた取組みに着手しながら、

『ショセット』を『タビオ』業態へと集約していく方針を掲げて営業活動を展開していくと共に、

積極的な催事出店を行うことによって、メンズ売場の強化とブランド認知度のアップを図って参り

ました。 

また、海外展開におきましては、タビオ・ヨーロッパの経営改革を推し進め、事業基盤の建て直

しに着手すると共に、タビオ・フランスでは２号店の出店に向けた準備を進めて参りました。 

出退店状況におきましては、フランチャイズチェーン店８店舗、直営店５店舗の新規出店と、フ

ランチャイズチェーン店８店舗、直営店３店舗の退店により、当第１四半期連結累計期間末におけ

る店舗数は、フランチャイズチェーン店126店舗、直営店155店舗（海外子会社の７店舗を含む）、

合計281店舗となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結累計期間の売上高は3,860百万円（前年同期比1.5％増）、営業利

益は257百万円（前年同期比6.5％増）、経常利益は254百万円（前年同期比1.5％増）、四半期純利

益は110百万円（前年同期比129.4％増）となりました。 

なお、当グループの売上高は、取扱い商品が防寒という機能を持つ靴下のため、上半期（３月～

８月）に比べ下半期（９月～２月）に販売される割合が大きくなっております。従いまして第１四
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半期を含む上半期の売上高と下半期の売上高との間には著しい相違があり、上半期と下半期の業績

に季節的変動があります。 

また、第１四半期（３月～５月）は、第２四半期（６月～８月）と比較して相対的に売上高の水

準が高くなる期間であります。 

 

(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における総資産は、受取手形及び売掛金が299百万円増加しましたが、

現金及び預金が913百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べて586百万円減少し、

7,980百万円となりました。 

負債については、未払法人税等が302百万円、長期借入金が148百万円それぞれ減少したこと等に

より、前連結会計年度末と比べて505百万円減少し、2,964百万円となりました。 

純資産については、利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末と比べて80百万円減少し、

5,016百万円となりました。 

その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の59.5％から62.9％に増加しました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年２月期における第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想については、平成24年４月

10日に公表しました業績予想から変更しておりません。 
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2. サマリー情報（その他）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 

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。 

 

(4) 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）を適用しております。 
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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：千円)

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 2,638,921 1,725,319

受取手形及び売掛金 842,989 1,142,604

商品 576,586 666,818

貯蔵品 413 413

その他 240,785 228,578

貸倒引当金 △35,798 △37,037

流動資産合計 4,263,897 3,726,696

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,022,685 1,024,496

土地 1,182,014 1,182,014

その他（純額） 246,749 252,234

有形固定資産合計 2,451,450 2,458,745

無形固定資産 752,449 701,887

投資その他の資産   

差入保証金 1,001,893 994,488

その他 98,491 100,170

貸倒引当金 △1,305 △1,437

投資その他の資産合計 1,099,079 1,093,220

固定資産合計 4,302,980 4,253,853

資産合計 8,566,878 7,980,550

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,236,996 1,231,586

短期借入金 33,538 62,995

1年内返済予定の長期借入金 179,891 124,952

未払法人税等 356,444 54,229

賞与引当金 121,026 41,711

その他 708,428 767,781

流動負債合計 2,636,325 2,283,256

固定負債   

長期借入金 394,099 245,142

退職給付引当金 157,075 171,453

資産除去債務 106,333 107,741

その他 175,656 156,542

固定負債合計 833,164 680,879

負債合計 3,469,489 2,964,136
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(単位：千円)

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 414,789 414,789

資本剰余金 92,424 92,424

利益剰余金 4,652,860 4,559,054

自己株式 △952 △952

株主資本合計 5,159,121 5,065,314

その他の包括利益累計額   

為替換算調整勘定 △61,732 △48,901

その他の包括利益累計額合計 △61,732 △48,901

純資産合計 5,097,388 5,016,413

負債純資産合計 8,566,878 7,980,550
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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 3,802,941 3,860,318

売上原価 1,688,225 1,699,320

売上総利益 2,114,715 2,160,997

販売費及び一般管理費 1,872,710 1,903,296

営業利益 242,005 257,701

営業外収益   

受取利息 849 1,113

仕入割引 6,773 2,615

固定資産賃貸料 1,001 1,001

受取手数料 3,529 2,898

その他 2,293 1,376

営業外収益合計 14,446 9,005

営業外費用   

支払利息 5,334 3,784

為替差損 35 7,878

固定資産賃貸費用 290 209

その他 137 304

営業外費用合計 5,798 12,177

経常利益 250,653 254,529

特別損失   

固定資産除却損 2,915 754

リース解約損 466 －

賃貸借契約解約損 15,300 32,659

減損損失 － 3,359

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 53,222 －

特別損失合計 71,904 36,774

税金等調整前四半期純利益 178,749 217,755

法人税、住民税及び事業税 55,880 48,859

法人税等調整額 74,685 58,338

法人税等合計 130,565 107,198

少数株主損益調整前四半期純利益 48,183 110,556

四半期純利益 48,183 110,556
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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 48,183 110,556

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △193 －

為替換算調整勘定 5,675 12,831

その他の包括利益合計 5,482 12,831

四半期包括利益 53,665 123,388

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 53,665 123,388

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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(3) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 
 
(4) セグメント情報等 

当グループは、靴下に関する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。 

 
 
(5) 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。 
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