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1.  平成25年3月期第1四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24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 ％

25年3月期第1四半期 6,322 △5.4 △44 ― 37 △85.1 △110 ―

24年3月期第1四半期 6,682 10.6 149 472.8 248 ― 12 △98.6

（注）包括利益 25年3月期第1四半期 △336百万円 （―％） 24年3月期第1四半期 275百万円 （―％）

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3月期第1四半期 △3.24 ―

24年3月期第1四半期 0.37 0.37

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

25年3月期第1四半期 46,815 23,501 49.7 682.81
24年3月期 48,441 24,521 50.2 713.00

（参考） 自己資本   25年3月期第1四半期  23,269百万円 24年3月期  24,298百万円

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3月期 ― 10.00 ― 20.00 30.00
25年3月期 ―

25年3月期（予想） 10.00 ― 20.00 30.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31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  ：  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

第2四半期(累計) 13,000 △3.6 △380 ― △250 ― △200 ― ―

通期 28,400 △3.9 900 △33.4 1,300 △23.1 500 31.3 14.67



(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 

 (注)第１四半期より減価償却方法の変更を行っており、「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」に該当しております。詳
細は、添付資料P.3「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項」（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示をご覧ください。 

(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、この決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対するレビュー手
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 
 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
料の「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

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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   ：  有

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3月期1Q 37,696,897 株 24年3月期 37,696,897 株

② 期末自己株式数 25年3月期1Q 3,617,644 株 24年3月期 3,617,526 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期1Q 34,079,281 株 24年3月期1Q 34,480,485 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４月１日～平成24年６月30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緩やかな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に対する懸念などがあり、国内景気と個人消費は不透明な状況で推移いたし

ました。 

衣料品業界におきましては、景気の先行き不安や雇用情勢の悪化、所得の伸び悩みなどで消費マインド

の改善にはいたらず、引き続き厳しい状況下にあります。 

このような経営環境が続くなか、当社グループは「お客様第一」「品質本位」の基本理念を基に経営の

効率化をすすめております。当第１四半期連結累計期間（平成24年４月１日～平成24年６月30日）におけ

る衣料事業の中国工場群におきましては、引き続き経費の削減・生産の効率化を進めてまいりました。 

衣料事業におきましては、株式会社ニューヨーカーはクールビズ対応など機能性を付加した商品の提案

を増やし、売上高は前年同期を上回ることができました。ＯＥＭ（相手先ブランドによる製造卸）は、一

部事業の撤退を行なったこともあり、売上高は前年同期比で減少いたしました。 

不動産賃貸事業は、小田原の商業施設「ダイナシティ」とオフィス賃貸の売上高が減少いたしましたが、

経費の削減を進めて四半期純利益は前年同期比で増加いたしました。 

また、受取利息や受取配当金などの営業外収益250百万円、支払利息や持分法による投資損失などの営業

外費用169百万円をそれぞれ計上いたしました。 

この結果、第１四半期連結累計期間における売上高は6,322百万円（前年同四半期比5.4％減）、営業損

失は44百万円（前年同期は営業利益149百万円）、経常利益は37百万円（前年同四半期比85.1％減）、四半

期純損失は110百万円（前年同期は四半期純利益12百万円）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第１四半期における総資産は、前連結会計年度末と比較して1,625百万円減少し、46,815百万円（前連

結会計年度比3.4％減）となりました。この主な内容は、現金及び預金の減少、売掛金の減少、減価償却に

よる固定資産の減少、投資有価証券の時価評価による影響等であります。純資産は1,019百万円減少し

23,501百万円となり、自己資本比率は49.7％となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成25年３月期第２四半期累計期間の業績予想につきましては、第１四半期に四半期純損失110百万円を

計上いたしましたが、第２四半期は衣料品販売部門において夏物商戦の長期化を想定しております。また

第２四半期はバーゲンを中心とする販売の期間であり、収益率が低下いたしますことを踏まえ、第２四半

期累計期間の業績予想は、売上高13,000百万円（前回発表予想どおり）、営業損失380百万円（前回発表予

想は営業損失150百万円）、経常損失250百万円（前回発表予想は経常損失80百万円）、当期純損失200百万

円（前回発表予想は当期純損失250百万円）と業績予想を修正いたしております。 

また、年間業績予想につきましても売上高28,400百万円（前回発表予想は29,000百万円）、営業利益900

百万円（前回発表予想は1,000百万円）、経常利益1,300百万円（前回発表予想は1,400百万円）、当期純利

益500百万円（前回発表予想は430百万円）と業績予想を修正いたしております。 

本日別途開示いたします「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
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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 

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 

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当第１四半期連結会計期間より、平成24年４月

１日以後に取得した有形固定資産については、改正後の法人税法に基づく減価償却の方法に変更してお

ります。これによる損益に与える影響は軽微であります。 
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,837 2,341

受取手形及び売掛金 4,154 3,289

たな卸資産 5,135 5,174

その他 1,171 1,555

貸倒引当金 △56 △43

流動資産合計 13,242 12,317

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 9,531 9,286

その他（純額） 3,106 3,185

有形固定資産合計 12,637 12,472

無形固定資産 987 1,080

投資その他の資産   

投資有価証券 18,895 18,081

その他 2,889 3,075

貸倒引当金 △211 △211

投資その他の資産合計 21,573 20,945

固定資産合計 35,198 34,497

資産合計 48,441 46,815

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,352 723

短期借入金 3,530 3,530

1年内返済予定の長期借入金 1,330 1,330

未払法人税等 330 112

賞与引当金 56 90

ポイント引当金 52 60

その他 2,937 3,395

流動負債合計 9,590 9,241

固定負債   

長期借入金 6,170 6,170

長期預り保証金 6,844 6,634

その他 1,314 1,267

固定負債合計 14,329 14,071

負債合計 23,919 23,313
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,891 6,891

資本剰余金 8,687 8,687

利益剰余金 12,683 11,885

自己株式 △3,786 △3,786

株主資本合計 24,476 23,678

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 100 △456

為替換算調整勘定 △278 48

その他の包括利益累計額合計 △178 △408

新株予約権 140 145

少数株主持分 82 85

純資産合計 24,521 23,501

負債純資産合計 48,441 46,815
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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４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 6,682 6,322

売上原価 3,168 2,834

売上総利益 3,513 3,487

販売費及び一般管理費 3,364 3,532

営業利益又は営業損失（△） 149 △44

営業外収益   

受取利息 125 109

受取配当金 101 101

その他 66 39

営業外収益合計 293 250

営業外費用   

支払利息 80 81

為替差損 27 43

持分法による投資損失 53 35

その他 33 8

営業外費用合計 194 169

経常利益 248 37

特別利益   

固定資産売却益 0 －

特別利益合計 0 －

特別損失   

固定資産除売却損 8 1

投資有価証券評価損 9 －

その他 0 －

特別損失合計 19 1

税金等調整前四半期純利益 229 35

法人税、住民税及び事業税 47 93

法人税等調整額 168 53

法人税等合計 216 147

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（△）

12 △111

少数株主損失（△） △0 △0

四半期純利益又は四半期純損失（△） 12 △110
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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４月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24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（△）

12 △111

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 108 △556

為替換算調整勘定 167 322

持分法適用会社に対する持分相当額 △12 9

その他の包括利益合計 262 △225

四半期包括利益 275 △336

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 273 △340

少数株主に係る四半期包括利益 2 3
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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）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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