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(百万円未満切捨て)

１．平成25年２月期第３四半期の連結業績（平成24年３月１日～平成24年11月30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３四半期 191,365 4.9 10,704 △5.9 11,760 △3.6 4,636 6.4

24年２月期第３四半期 182,484 △0.3 11,370 30.7 12,197 21.3 4,358 △7.0

(注) 包括利益 25年２月期第３四半期 5,414百万円(―％) 24年２月期第３四半期 107百万円(―％)

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３四半期 29. 56 29. 31
24年２月期第３四半期 27. 81 27. 60

（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３四半期 289,056 159,208 54.6
24年２月期 276,939 157,302 56.3

(参考) 自己資本 25年２月期第３四半期 157,680百万円 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、対前期増減率)

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

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３Ｑ 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３Ｑ 16,074,911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３Ｑ 156,826,234株 24年２月期３Ｑ 156,707,558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３四半期連結累計期間（平成24年３月１日～平成24年11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に回復の動きが見られたものの、欧州債務危機問題の長期化や新興国経済の

減速などの影響により、国内景気は停滞が続く状況で推移しました。 

 当アパレル・ファッション業界では、震災の反動もあり、春物を中心に緩やかな回復基調となりまし

たが、その後の天候不順の影響や消費マインドの変調など、依然として予断を許さない状況で推移しま

した。 

 このような経営環境のなか、当社グループは既存事業の構造改革と新規事業の構築を積極的に進め、

事業拡大と収益性の向上を目指しました。 

 国内事業につきましては、株式会社オンワード樫山をはじめ主要各社が概ね計画通りの業績をあげた

ことで、増収増益となりました。 

 海外事業につきましては、欧州地区、アジア地区が経済環境の悪化や政治情勢の不安などから消費が

減速し、売上計画を大きく下回ったことで業績を悪化させました。 

以上の結果、連結売上高は1,913億65百万円(前年同期比4.9％増)、連結営業利益は107億４百万円(前

年同期比5.9％減)、連結経常利益は117億60百万円(前年同期比3.6％減)、連結四半期純利益は46億36百

万円(前年同期比6.4％増)となりました。 

  

セグメント別の状況は、次のとおりです。 

国内事業につきましては、株式会社オンワード樫山は、売上計画は下回ったものの増収増益となり、

オンワード商事株式会社、チャコット株式会社など主要各社が計画を上回る業績をあげたことで、増収

増益となりました。 

 海外事業につきましては、欧州地区、アジア地区が経済環境の減速などの影響から、大きく業績を悪

化させることとなりました。 

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、事業拡大と収益性の向上が順調に進

み、計画を上回る増収増益となりました。 

  

当第３四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121億17百万円増加し、

2,890億56百万円となりました。負債は、前連結会計年度末に比べ102億12百万円増加し、1,298億48百

万円となりました。純資産は19億５百万円増加し、1,592億８百万円となり、自己資本比率は、54.6％

となりました。 

  

平成25年２月期の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 

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
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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２月29日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 33,192 21,555

受取手形及び売掛金 25,256 35,825

商品及び製品 26,591 33,833

仕掛品 1,360 982

原材料及び貯蔵品 3,492 3,465

その他 9,388 11,897

貸倒引当金 △387 △531

流動資産合計 98,895 107,028

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 24,398 24,279

土地 49,413 49,909

その他（純額） 9,175 11,429

有形固定資産合計 82,987 85,617

無形固定資産   

のれん 40,793 39,756

その他 2,701 2,452

無形固定資産合計 43,495 42,209

投資その他の資産   

投資有価証券 35,179 36,748

その他 19,183 20,097

貸倒引当金 △2,801 △2,645

投資その他の資産合計 51,561 54,200

固定資産合計 178,044 182,028

資産合計 276,939 289,056
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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３四半期連結会計期間 
(平成24年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 33,238 38,645

短期借入金 29,865 34,099

未払法人税等 5,699 5,390

賞与引当金 1,266 3,840

役員賞与引当金 267 187

返品調整引当金 513 876

ポイント引当金 202 241

建替関連損失引当金 1,320 125

その他 11,717 11,968

流動負債合計 84,091 95,376

固定負債   

長期借入金 19,640 17,678

退職給付引当金 4,122 4,636

役員退職慰労引当金 139 161

その他 11,642 11,996

固定負債合計 35,545 34,472

負債合計 119,636 129,848

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 119,524 120,314

自己株式 △23,326 △23,189

株主資本合計 176,320 177,247

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 △3,168

繰延ヘッジ損益 9 △60

土地再評価差額金 △12,502 △12,502

為替換算調整勘定 △4,042 △3,835

その他の包括利益累計額合計 △20,327 △19,567

新株予約権 653 709

少数株主持分 656 818

純資産合計 157,302 159,208

負債純資産合計 276,939 289,056
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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３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

売上高 182,484 191,365

売上原価 92,803 96,966

売上総利益 89,680 94,398

販売費及び一般管理費 78,310 83,694

営業利益 11,370 10,704

営業外収益   

受取利息 88 74

受取配当金 284 313

受取ロイヤリティー 571 470

受取地代家賃 447 456

その他 965 1,179

営業外収益合計 2,358 2,494

営業外費用   

支払利息 499 503

売場什器等除却損 116 135

為替差損 588 468

デリバティブ評価損 4 －

その他 321 331

営業外費用合計 1,531 1,438

経常利益 12,197 11,760

特別利益   

固定資産売却益 1,049 8

特別利益合計 1,049 8

特別損失   

固定資産処分損 35 91

投資有価証券評価損 58 0

減損損失 84 137

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,086 －

建替関連損失 1,320 －

その他 280 36

特別損失合計 2,864 265

税金等調整前四半期純利益 10,381 11,503

法人税等合計 5,952 6,840

少数株主損益調整前四半期純利益 4,429 4,662

少数株主利益 71 26

四半期純利益 4,358 4,636
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月１日 
 至 平成23年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月１日 
 至 平成24年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,429 4,662

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,199 462

繰延ヘッジ損益 △120 △70

為替換算調整勘定 98 153

持分法適用会社に対する持分相当額 △100 206

その他の包括利益合計 △4,322 751

四半期包括利益 107 5,414

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 55 5,397

少数株主に係る四半期包括利益 51 17
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 該当事項はありません。 

  

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 平成23年３月１日 至 平成23年11月30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△2,551百万円には、のれんの償却額△2,746百万円およびセグメント間取引消去

2,840百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,645百万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３四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３四半期連結累計期間(自 平成24年３月１日 至 平成24年11月30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：百万円） 

 
(注) １ セグメント利益又は損失（△）の調整額△2,759百万円には、のれんの償却額△2,926百万円およびセグメント

間取引消去2,761百万円、各報告セグメントに配分していない全社費用△2,594百万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 セグメント利益又は損失（△）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３四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 142,188 24,856 4,210 171,255 11,228 182,484 ─ 182,484

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,496 263 145 1,906 5,212 7,118 △7,118 ─

計 143,684 25,120 4,356 173,161 16,440 189,602 △7,118 182,484

  セグメント利益 12,782 659 210 13,653 268 13,921 △2,551 11,370

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 152,150 23,212 4,398 179,762 11,602 191,365 ─ 191,365

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

1,400 301 253 1,954 5,987 7,942 △7,942 ─

計 153,551 23,514 4,652 181,717 17,590 199,307 △7,942 191,365

セグメント利益又は損失
（△）

13,251 △22 △184 13,044 418 13,463 △2,759 10,704

（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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