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1.  平成25年2月期第2四半期の連結業績（平成24年3月21日～平成24年9月20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2四半期 5,748 △0.5 35 △40.4 12 △67.3 18 ―

24年3月期第2四半期 5,777 △9.0 59 △53.4 38 △63.3 △17 ―

（注）包括利益 25年2月期第2四半期 △27百万円 （―％） 24年3月期第2四半期 △5百万円 （―％）

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2四半期 0.73 0.73
24年3月期第2四半期 △0.69 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年2月期第2四半期 13,650 7,190 52.6
24年3月期 12,992 7,260 55.9

（参考） 自己資本   25年2月期第2四半期  7,182百万円 24年3月期  7,260百万円

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 ― 0.00 ― 2.00 2.00

25年2月期 ― 0.00

25年2月期（予想） ― 2.00 2.00

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、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  
（注1）通期業績予想の修正については、本日（平成24年11月1日）公表いたしました「平成25年2月期第2四半期連結累計期間業績予想と実績との差異及び通
期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 
（注2）平成24年6月15日開催の第64回定時株主総会決議により、決算期が毎年3月20日から2月末日に変更となり、平成25年2月期は11ヶ月8日間の変則決算
となるため、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

通期 11,200 ― 180 ― 100 ― 60 ― 2.37



(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ますが、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
づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

※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予想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、その達成
を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は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きましては、添付資料P.3「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   ：  有

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2月期2Q 27,670,642 株 24年3月期 27,670,642 株

② 期末自己株式数 25年2月期2Q 2,351,515 株 24年3月期 2,345,595 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年2月期2Q 25,322,060 株 24年3月期2Q 25,326,637 株
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（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（平成24年３月21日～平成24年９月20日）におけるわが国経済環境は、平成23年３月

の東日本大震災からの復興需要等を背景に緩やかな回復傾向が見られましたものの、欧州の財政・金融問題は未だ

予断を許さない状況が続き、新興諸国を含む海外景気の減速感の広がりに加えて、国内でも円高の長期化、株式市

場の低迷及びそれに起因する企業収益の悪化懸念など先行き不透明感が拭えない状況が続いております。  

当アパレル業界におきましても、春物消費に緩やかな持ち直し傾向が見られましたものの、雇用や所得に対する

不安が根強いことから、消費者の節約意識は依然高く、また、天候不順の影響も相まって総じて厳しい環境が続き

ました。 

このような状況のもと当社グループは、当期首に策定した中期経営計画「NL2015」をベースに、バリューアップ

とコストダウンの両面から、商品企画・生産・販売全ての事業活動の効率化を図り、卸売事業の収益改善と小売事

業の拡大に向けた取り組みに努めてまいりました。 

しかしながら、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高57億48百万円（前年同四半期比0.5％減）となり、

損益面におきましては、夏物商品セール販売の長期化及び天候不順による秋物商品のプロパー販売低迷による売上

総利益率の低下により、営業利益35百万円（前年同四半期比40.4％減）、経常利益12百万円（前年同四半期比

67.3％減）となり、四半期純利益18百万円（前年同四半期は17百万円の純損失）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。 

＜卸売事業＞ 

ブランドグループ別商品部・販売部一体の事業部制組織による機動的な営業活動により、専門店、百貨店各販路

お得意先店頭密着の取り組み強化を図るとともに、マーケットインとプロダクトアウトのバランスのとれた商品開

発に注力してまいりましたが、夏場以降の不安定な市場環境の下、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高は

46億90百万円（前年同四半期比1.1％減）、営業利益は31百万円（前年同四半期比29.2％減）となりました。 

＜小売事業＞ 

当期首において当社の直営小売店４店、子会社の株式会社ベルラピカの婦人服・婦人雑貨小売店32店の合計36店

を運営しておりましたが、当第２四半期連結累計期間中に、当社の直営店として、直輸入レザーコレクション

「m0851」の第２号店を大阪南船場地区に出店、子会社においては、ホテル併設モールに出店している小売店２店

舗を統合し、当四半期連結会計期間末の店舗数は合計で36店となりました。 

その結果、当第２四半期連結累計期間での小売事業の売上高は10億58百万円（前年同四半期比2.4％増）となり

ましたものの、新規出店した店舗のイニシャルコスト負担に加え、夏場以降の個人消費の停滞からプロパー販売が

伸び悩み、営業利益は3百万円（前年同四半期比75.0％減）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末に比べ6億58百万円増加し、136億50百万

円となりました。これは主に、商品及び製品の減少59百万円、投資有価証券の減少61百万円があった反面、現金

及び預金が7億68百万円増加したことによるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末に比べ7億28百万円増加し、64億60百万円となりました。これは主に、社債の

減少5億60百万円があった反面、短期借入金の増加7億円、長期借入金の増加5億33百万円があったことによるも

のです。 

 純資産合計は、前連結会計年度末に比べ70百万円減少し、71億90百万円となりました。 

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） 

  当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期利益15百万円

となりましたが、仕入債務の増加1億19百万円、たな卸資産の減少96百万円等の収入により、2億4百万円の収入

（前年同四半期は69百万円の収入）となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

  当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の減少43百万円等の収

入があった反面、有形固定資産の取得による支出1億11百万円等により、55百万円の支出（前年同四半期は1億89

百万円の支出）となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還による支出5億60百万

円等があった反面、短期借入金の増加7億円、長期借入による収入6億円等により、6億19百万円の収入（前年同

四半期は3億63百万円の収入）となりました。 

 この結果、現金及び現金同等物の当四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べて7億68百万円増

加して、33億26百万円となりました。 

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 

  当第２四半期連結累計期間の経営成績は、売上高は本年５月１日公表の業績予想に対し微減となりましたが、個

人消費の低迷から利益面で当初見込みを下回る結果となりました。 

  通期業績予想につきましても、第２四半期連結累計期間の業績から大幅な改善は厳しく、消費環境は引き続き厳

しい状況が続くものと思われます。当社グループを取り巻く環境や今後の見通しを踏まえ、通期連結業績予想を修

正いたしました。なおその詳細は本日公表の「平成25年２月期第２四半期連結累計期間業績予想と実績との差異及

び通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

  上記の連結業績予想につきましては現時点での見通しであり、今後の企業を取り巻く環境の変化により計画との

大きな乖離が発生し、その結果、業績予想に修正が必要と判断された場合は、速やかに公表いたします。 

   



（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  当第２四半期連結累計期間において、該当事項はありません。 

  なお、当社は平成24年８月28日開催の取締役会において子会社設立の決議を行い、当第２四半期連結累計期間後

に次のとおり設立いたしました。   

１．目的 

当社グループとしての社会福祉への取り組みの一環として、障害者の安定的な職場の確保を図るため、障害者

自立支援法に基づく障害福祉サービス事業を目的とした子会社「ラピーヌ夢ファーム株式会社」を設立いたしま

した。 

２．当該子会社の概要 

(1) 商号    ：ラピーヌ夢ファーム株式会社 

(2) 本店所在地 ：大阪市北区天満一丁目５番７号 

(3) 代表者   ：青井康弘（当社取締役専務執行役員） 

(4) 資本金   ：6,000万円 

(5) 決算期   ：２月末日 

(6) 株主    ：当社100％  

(7) 主な事業内容：水耕栽培による野菜の栽培、販売 

(8) 事業所所在地：三重県伊賀市 

(9) 設立年月日 ：平成24年９月21日 

   

（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 

（有形固定資産の減価償却方法の変更）   

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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（直営小売店舗及び百貨店売場の有形固定資産を除く）について、改正後の法人税法に基づく

減価償却方法に変更しております。 

この変更による損益に与える影響は軽微であります。 

  

また、当社及び連結子会社の直営小売店舗及び百貨店売場の有形固定資産（建物、器具及び備品）の減価償却

方法について、従来、定率法を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間より定額法へ変更しておりま

す。 

この変更は、今後、直営小売店舗及び百貨店売場の新規出店が増加し、関連資産に係る減価償却費の金額的重

要性が増すことに鑑み、定額法によって、店舗及び売場別の有形固定資産の取得原価を耐用年数にわたって均等

配分することが、経営実態をより正しく反映することになると判断したことによるものであります。 

この変更に伴い、従来の方法によった場合に比べ、当第２四半期連結累計期間の減価償却費は9,107千円減少

し、営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益はそれぞれ9,107千円増加しております。なお、当該変

更によるセグメント情報への影響は、セグメント情報に注記しております。 

   

（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） 

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。 

（役員退職慰労引当金） 

当社は、平成24年６月15日開催の定時株主総会において、役員退職慰労金制度廃止に伴う打切り支給を決議い

たしました。 

これに伴い、第１四半期連結会計期間において、「役員退職慰労引当金」を取崩し、打切り支給額の未払分に

ついては、長期未払金として固定負債の「その他」に含めて表示しております。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項



４．四半期連結財務諸表 
（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３月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,558,780 3,326,975

受取手形及び売掛金 1,568,097 1,618,203

商品及び製品 2,096,303 2,037,113

仕掛品 309,767 257,253

原材料及び貯蔵品 49,133 64,411

繰延税金資産 138,952 153,858

その他 108,532 135,259

貸倒引当金 △2,670 △2,840

流動資産合計 6,826,897 7,590,235

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,393,919 1,379,179

機械装置及び運搬具（純額） 12,930 9,439

土地 3,341,243 3,341,243

その他（純額） 87,503 102,748

有形固定資産合計 4,835,596 4,832,610

無形固定資産   

その他 19,530 20,038

無形固定資産合計 19,530 20,038

投資その他の資産   

投資有価証券 519,980 458,956

差入保証金 741,255 699,522

その他 134,183 133,617

貸倒引当金 △84,722 △84,052

投資その他の資産合計 1,310,697 1,208,044

固定資産合計 6,165,824 6,060,694

資産合計 12,992,722 13,650,930

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,117,077 1,236,319

短期借入金 1,620,000 2,320,000

1年内返済予定の長期借入金 445,128 580,128

1年内償還予定の社債 620,000 120,000

未払金 262,282 169,740

未払費用 191,587 188,265

未払法人税等 37,803 26,831

返品調整引当金 94,000 123,700

ポイント引当金 25,215 23,201



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月20日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月20日) 

その他 108,529 104,306

流動負債合計 4,521,624 4,892,494

固定負債   

社債 180,000 120,000

長期借入金 713,772 1,112,458

退職給付引当金 124,077 153,714

役員退職慰労引当金 103,953 －

資産除去債務 61,470 63,828

その他 26,964 117,582

固定負債合計 1,210,236 1,567,583

負債合計 5,731,861 6,460,077

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 2,021,519

利益剰余金 △777,629 1,190,115

自己株式 △354,412 △354,891

株主資本合計 7,243,500 7,210,765

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 17,361 △28,162

繰延ヘッジ損益 － △329

その他の包括利益累計額合計 17,361 △28,492

新株予約権 － 8,580

純資産合計 7,260,861 7,190,852

負債純資産合計 12,992,722 13,650,930



（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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年９月20日) 

売上高 5,777,365 5,748,241

売上原価 3,199,471 3,303,632

売上総利益 2,577,893 2,444,609

販売費及び一般管理費 2,518,676 2,409,321

営業利益 59,216 35,288

営業外収益   

受取利息 238 248

受取配当金 7,994 7,513

受取保険金 6,000 7,500

生命保険配当金 691 6,677

その他 10,738 9,138

営業外収益合計 25,661 31,078

営業外費用   

支払利息 40,522 37,983

為替差損 2,647 12,223

その他 3,266 3,581

営業外費用合計 46,436 53,788

経常利益 38,441 12,578

特別利益   

固定資産売却益 1,465 －

投資有価証券売却益 － 5,465

貸倒引当金戻入額 168 －

事業所閉鎖損失戻入額 20,151 －

特別利益合計 21,785 5,465

特別損失   

固定資産除売却損 3,595 2,533

投資有価証券評価損 212 161

減損損失 381 278

事業所閉鎖損失 728 0

会員権評価損 6,580 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 49,602 －

その他 － 9

特別損失合計 61,101 2,983

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△874 15,060

法人税、住民税及び事業税 10,210 10,560

法人税等調整額 6,329 △13,894

法人税等合計 16,539 △3,334

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（△）

△17,414 18,395

四半期純利益又は四半期純損失（△） △17,414 18,395



（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：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年９月20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（△）

△17,414 18,395

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 11,699 △45,524

繰延ヘッジ損益 － △329

その他の包括利益合計 11,699 △45,854

四半期包括利益 △5,714 △27,458

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △5,714 △27,458

少数株主に係る四半期包括利益 － －



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年９月20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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△874 15,060

減価償却費 82,503 73,449

減損損失 381 278

のれん償却額 7,588 －

固定資産除売却損益（△は益） 2,130 2,533

事業所閉鎖損失 728 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 49,602 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 206 △500

返品調整引当金の増減額（△は減少） 23,300 29,700

退職給付引当金の増減額（△は減少） 41,484 29,637

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,172 △103,953

ポイント引当金の増減額（△は減少） △3,798 △2,013

事業所閉鎖損失戻入額 △20,151 －

受取利息及び受取配当金 △8,232 △7,762

支払利息 40,522 37,983

投資有価証券売却損益（△は益） － △5,456

投資有価証券評価損益（△は益） 212 161

売上債権の増減額（△は増加） △116,368 △50,105

たな卸資産の増減額（△は増加） △125,743 96,426

仕入債務の増減額（△は減少） 169,116 119,242

未払消費税等の増減額（△は減少） △47,026 △7,964

その他 22,950 33,612

小計 123,707 260,331

利息及び配当金の受取額 8,232 7,762

利息の支払額 △42,345 △42,689

法人税等の支払額 △20,583 △20,663

営業活動によるキャッシュ・フロー 69,010 204,741

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 △114,291 △111,151

有形固定資産の売却による収入 2,934 －

投資有価証券の取得による支出 △12,104 △2,986

投資有価証券の売却による収入 － 23,780

差入保証金の増減額（△は増加） △67,088 43,110

その他 680 △8,337

投資活動によるキャッシュ・フロー △189,868 △55,585

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） 480,000 700,000

長期借入れによる収入 － 600,000

長期借入金の返済による支出 △50,600 △66,314

社債の償還による支出 △60,000 △560,000

自己株式の取得による支出 △59 △479

配当金の支払額 △1,415 △50,227

その他 △4,102 △3,938

財務活動によるキャッシュ・フロー 363,822 619,039

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 242,964 768,195

現金及び現金同等物の期首残高 2,589,540 2,558,780

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,832,505 3,326,975



  該当事項はありません。   

   

当社は平成24年６月15日開催の第64回定時株主総会の決議に基づき、下記のとおり資本準備金及び利益準備金の

額の減少及び剰余金の処分を行いました。 

１．資本準備金及び利益準備金の額の減少 

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、平

成24年６月15日をもって、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ました。 

①減少した準備金の項目及びその額 

  資本準備金        4,002,723千円のうち、2,000,000千円 

  利益準備金          496,747千円のうち、 496,747千円（全額） 

②増加した剰余金の項目及びその額 

  その他資本剰余金  2,000,000千円 

  繰越利益剰余金      496,747千円 

２．剰余金の処分 

会社法第452条の規定に基づき、その他資本剰余金及び別途積立金で繰越欠損を解消し、その他資本剰余金

のうち50,650千円を期末配当の原資に充当いたしました。 

①減少する剰余金の項目及びその額 

  その他資本剰余金  1,949,349千円 

  別途積立金          400,000千円 

②増加する剰余金の項目及びその額 

  繰越利益剰余金    2,349,349千円 

③配当金の支払 

     

（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

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり
配当額 
（円） 

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年６月15日 

定時株主総会 
普通株式  50,650  2.00 平成24年３月20日 平成24年６月18日 資本剰余金



（セグメント情報）  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年３月21日 至 平成23年９月20日）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

（注）  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おります。 

  

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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

重要性が乏しいため記載を省略しております。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年３月21日 至 平成24年９月20日）  

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（単位：千円）

（注）１． 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おります。 

      ２． 当社及び連結子会社の直営小売店舗及び百貨店売場の有形固定資産（建物、器具及び備品）の

減価償却方法について、従来、定率法を採用しておりましたが、第１四半期連結会計期間より

定額法へ変更しております。この変更により、卸売事業のセグメント利益は、3,695千円増加

し、小売事業のセグメント利益は、5,412千円増加しております。 

  

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 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

重要性が乏しいため記載を省略しております。 

    

（６）セグメント情報等

  
報告セグメント

調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 

（注） 卸売事業 小売事業 計 

売上高         

外部顧客への売上高  4,743,638  1,033,726  5,777,365  －  5,777,365

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,743,638  1,033,726  5,777,365  －  5,777,365

セグメント利益  44,721  14,494  59,216  －  59,216

  
報告セグメント

調整額 
四半期連結損益
計算書計上額 
（注）１． 卸売事業 小売事業 計 

売上高         

外部顧客への売上高  4,690,149  1,058,091  5,748,241  －  5,748,241

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  －  －  －  －

計  4,690,149  1,058,091  5,748,241  －  5,748,241

セグメント利益（注）２．  31,663  3,624  35,288  －  35,288



コミットメントライン契約の締結 

 当社は平成24年９月25日付で、シンジケーション方式によるコミットメントライン契約を締結いたしました。

１．目的 

①資金調達枠をあらかじめ確保することで、資金需要に対する機動性と安全性を確保する。 

②手許流動性資金と短期借入金を圧縮することで、資金効率の向上を図る。   

２．コミットメントライン契約の概要  

借入極度額 ：20億円 

契約締結日 ：平成24年９月25日 

契約期間  ：１年 

借入利率    ：借入期間に対応するＴＩＢＯＲ＋スプレッド 

財務制限条項：各年度の決算期の末日における単体の貸借対照表における純資産の部の金額が、平成24年３

月期末における単体の貸借対照表における純資産の部の金額の75％の金額以上であること。

             各年度の決算期に係る単体の損益計算書上の経常利益が、２期連続して損失とならないこ

と。 

参加金融機関：株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行（アレンジャー兼エージェント） 

株式会社三井住友銀行（ジョイント・アレンジャー） 

株式会社みずほ銀行 

株式会社百十四銀行 

  

（７）重要な後発事象
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