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1.  平成25年2月期第3四半期の連結業績（平成24年3月21日～平成24年12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3四半期 8,996 △1.0 487 △1.8 451 △3.1 411 3.5
24年3月期第3四半期 9,086 △6.3 496 △4.1 466 △3.1 397 6.6

（注）包括利益 25年2月期第3四半期 397百万円 （△5.3％） 24年3月期第3四半期 419百万円 （―％）

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 16.33 16.28
24年3月期第3四半期 15.71 ―

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 12,302 7,577 61.5
24年3月期 12,992 7,260 55.9
（参考） 自己資本   25年2月期第3四半期  7,568百万円 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  ：  無  
（注）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、通期の対前年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 ― 2.38



(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  

（注）当社は平成24年9月21日付でラピーヌ夢ファーム株式会社（資本金60百万円）を設立しております。詳細は、P.3「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」をご覧ください。 

(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3Q 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3Q 2,852,113 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3Q 25,209,838 株 24年3月期3Q 25,326,349 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間（平成24年３月21日～平成24年12月20日）におけるわが国経済環境は、期初におい

て、平成23年３月に発生した東日本大震災の復興需要等を背景に回復基調にありましたが、欧州の財政・金融問題

の長期化や新興諸国の経済成長減速などの影響に加え、対中関係の悪化や長引く円高傾向と株式市場の低迷などの

不安材料から減速懸念が広がってまいりました。しかし、11月後半に入り円高是正、株価上昇の動きから、短期的

には回復の期待感も見え始めてまいりました。  

 当アパレル業界におきましては、厳しい残暑から一転、気温の早期低下傾向から冬物衣料に持ち直しの兆しが見

られましたが、依然として消費者の生活防衛意識や節約志向は高く、当社グループを取り巻く経営環境は依然とし

て厳しいものと認識しております。 

 このような情勢を踏まえ、当社グループとして、当連結会計年度を初年度とする中期経営計画「ＮＬ2015」に掲

げる、商品企画・生産・販売にわたるすべての事業活動のバリューアップとコストダウンに努め、卸売事業の収益

改善と小売事業の拡大、経営効率改善と財務体質強化実現に向けた施策を着実に実行してまいりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は89億96百万円（前年同四半期比1.0％減）となり、損

益面におきましては、冬物季節衣料プロパー販売の好転を受けて、営業利益は4億87百万円（前年同四半期比1.8％

減）まで回復し、経常利益は4億51百万円（前年同四半期比3.1％減）となりました。 

 また、四半期純利益は、前年同四半期に計上した「資産除去債務に関する会計基準」適用に伴う影響額49百万円

の特別損失がなくなったことから4億11百万円（前年同四半期比3.5％増）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のもと、お得意先小売店店頭との連携を深める営業活動の推

進、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・供給に努めてまいりました。加えて10月下

旬以降の気温低下から冬物季節衣料の動きが回復し、その結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高は73

億7百万円（前年同四半期比1.7％減）、営業利益は4億24百万円（前年同四半期比3.8％増）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店と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店を運営して

おりましたが、当第３四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、セレクトショップ「パッキア」の第１号店を東京神宮前地区に出店、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37店

となりました。 

  その結果、当第３四半期連結累計期間での小売事業の売上高は16億88百万円（前年同四半期比2.0％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65百万円（前年同四半期比26.6％減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第３四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て6億90百万円減少し、123億2百万

円となりました。これは主に、現金及び預金の減少によるものです。  

  負債合計は、前連結会計年度末に比べて10億7百万円減少し、47億24百万円となりました。これは主に、コミッ

トメントライン契約締結とともに、有利子負債の圧縮を行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て3億16百万円増加し、75億77百万円となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  平成25年2月期の通期の連結業績予想につきましては、平成24年11月1日に公表いたしました業績予想に変更はあ

りません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報



（１）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３四半期連結累計期間において、当社は、新たに、水耕栽培による野菜の栽培、販売を行う完全子会社ラピ

ーヌ夢ファーム株式会社を設立いたしました。これは、当社グループ（当社及び当社の関係会社）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設立したものであります。  

  この結果、平成24年12月20日現在で、当社グループは当社及び連結子会社２社により構成されることとなりまし

た。 

   

（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３四半期連結累計期間の減価償却費は 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 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

15,346

15,346



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３月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,558,780 1,720,435

受取手形及び売掛金 1,568,097 1,581,915

商品及び製品 2,096,303 2,240,486

仕掛品 309,767 241,758

原材料及び貯蔵品 49,133 77,768

繰延税金資産 138,952 142,551

その他 108,532 131,849

貸倒引当金 △2,670 △2,680

流動資産合計 6,826,897 6,134,085

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,393,919 1,425,507

機械装置及び運搬具（純額） 12,930 9,240

土地 3,341,243 3,341,243

その他（純額） 87,503 123,939

有形固定資産合計 4,835,596 4,899,931

無形固定資産   

その他 19,530 19,654

無形固定資産合計 19,530 19,654

投資その他の資産   

投資有価証券 519,980 477,451

差入保証金 741,255 694,522

その他 134,183 160,582

貸倒引当金 △84,722 △84,056

投資その他の資産合計 1,310,697 1,248,501

固定資産合計 6,165,824 6,168,087

資産合計 12,992,722 12,302,172



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,117,077 1,138,284

短期借入金 1,620,000 －

1年内返済予定の長期借入金 445,128 474,784

1年内償還予定の社債 620,000 120,000

未払金 262,282 170,404

未払費用 191,587 179,184

未払法人税等 37,803 24,558

返品調整引当金 94,000 101,400

ポイント引当金 25,215 20,605

その他 108,529 128,163

流動負債合計 4,521,624 2,357,385

固定負債   

社債 180,000 90,000

長期借入金 713,772 1,927,145

退職給付引当金 124,077 168,772

役員退職慰労引当金 103,953 －

資産除去債務 61,470 65,523

その他 26,964 115,848

固定負債合計 1,210,236 2,367,289

負債合計 5,731,861 4,724,674

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 1,583,406

自己株式 △354,412 △393,437

株主資本合計 7,243,500 7,565,510

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 2,968

繰延ヘッジ損益 － 438

その他の包括利益累計額合計 17,361 3,407

新株予約権 － 8,580

純資産合計 7,260,861 7,577,497

負債純資産合計 12,992,722 12,302,172



（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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年12月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年12月20日) 

売上高 9,086,402 8,996,275

売上原価 4,839,660 4,899,471

売上総利益 4,246,741 4,096,803

販売費及び一般管理費 3,749,744 3,608,804

営業利益 496,997 487,998

営業外収益   

受取利息 1,136 1,148

受取配当金 12,254 11,540

為替差益 － 13,072

その他 22,837 27,393

営業外収益合計 36,227 53,154

営業外費用   

支払利息 60,277 49,282

支払手数料 － 35,850

その他 6,841 4,596

営業外費用合計 67,118 89,729

経常利益 466,106 451,424

特別利益   

固定資産売却益 1,465 －

投資有価証券売却益 － 5,465

事業所閉鎖損失戻入額 20,151 －

特別利益合計 21,616 5,465

特別損失   

固定資産除売却損 3,629 3,085

投資有価証券評価損 200 158

投資有価証券売却損 － 1,503

減損損失 381 278

退職加算金 － 26,371

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 －

特別損失合計 61,123 31,397

税金等調整前四半期純利益 426,598 425,492

法人税、住民税及び事業税 15,230 15,981

法人税等調整額 13,593 △2,174

法人税等合計 28,823 13,806

少数株主損益調整前四半期純利益 397,775 411,685

四半期純利益 397,775 411,685



（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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年３月21日 
 至 平成23年12月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年12月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 397,775 411,685

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 22,145 △14,392

繰延ヘッジ損益 － 438

その他の包括利益合計 22,145 △13,954

四半期包括利益 419,921 397,731

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 419,921 397,731

少数株主に係る四半期包括利益 － －



  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 

    

   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）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



Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成23年３月21日 至 平成23年12月20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：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 

    該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成24年３月21日 至 平成24年12月20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：千円）

（注）１．「その他」の区分は、「ラピーヌ夢ファーム株式会社」にかかる費用であります。 

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おります。 

３．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、6,292千円増加し、小

売事業のセグメント利益は、9,054千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 

    該当事項はありません。 

   

（５）セグメント情報等

  
報告セグメント 

その他 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  7,431,257  1,655,145  9,086,402  －  －  9,086,402

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  7,431,257  1,655,145  9,086,402  －  －  9,086,402

セグメント利益  408,393  88,604  496,997  －  －  496,997

  
報告セグメント その他 

（注）１．
調整額 

四半期連結損益 
計算書計上額 
(注)２． 卸売事業 小売事業 計 

売上高         

外部顧客への売上高  7,307,425  1,688,850  8,996,275  －  －  8,996,275

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  7,307,425  1,688,850  8,996,275  －  －  8,996,275

セグメント利益又は損失（△）

（注）３． 
 424,067  65,075  489,142  △1,143  －  487,998
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