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1.  平成25年3月期第3四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年12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3月期第3四半期 12,636 0.8 △248 ― △230 ― △254 ―
24年3月期第3四半期 12,539 9.5 19 ― △74 ― △109 ―

（注）包括利益 25年3月期第3四半期 △172百万円 （―％） 24年3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3月期第3四半期 △32.80 ―
24年3月期第3四半期 △13.59 ―

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3四半期 14,124 5,278 37.3 698.79
24年3月期 13,940 5,541 39.7 689.35
（参考） 自己資本   25年3月期第3四半期  5,264百万円 24年3月期  5,538百万円

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3月期 ― 0.00 ―
25年3月期（予想） 4.00 4.00

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、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   

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 16,800 3.7 90 △20.0 70 △9.5 30 △3.7 3.90



(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 

「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」 第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料２ページ「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きが実施中です。 

※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。 

※  注記事項

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3Q 8,046,233 株 24年3月期 8,046,233 株
② 期末自己株式数 25年3月期3Q 511,782 株 24年3月期 11,782 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期3Q 7,758,088 株 24年3月期3Q 8,034,526 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４月１日～12月31日）の日本経済は、東日本大震災からの復興需要など生

産力や個人消費の回復が見られるものの、欧米経済の低迷や新興国経済成長の減速などにより、依然として先行き

不透明な状況が続きました。当第３四半期連結会計期間末にかけてはわが国の政権交代及びこれに伴う金融緩和政

策への期待により急速な円安進展があったものの、経済への好影響を及ぼすには至っておりません。  

  このような状況下、当社グループは中期経営計画「山喜飛翔プラン２０１４」を策定し、「変化への対応」「原

点の再確認」を基本方針として事業に取り組んでまいりました。しかしながら当第３四半期連結会計期間（平成24

年10月1日～12月31日）につきましては、厳冬を受けてアウター等のカジュアルウエアの販売は好調に推移したも

のの、夏物不振によりドレスシャツの返品が増加したことにより売上高が減少したほか、昨年度末にライセンスが

終了したBARACUTAの最終処分等の在庫処分損・評価損が引き続き発生しました。第３四半期は当社グループの中心

商材であるドレスシャツの端境期にあたり、例年営業損失となりますが、当期は人件費の抑制など経費の削減に取

り組んだものの、上述要因により四半期での営業損失が前年同期を上回ることとなりました。  

  この結果、当第３四半期連結累計期間における連結の売上高は、前年同期比0.8％増の126億36百万円と若干前年

同期を上回ったものの、営業損失2億48百万円、経常損失2億30百万円、四半期純損失2億54百万円をそれぞれ計上

いたしました。  

（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の総資産は、141億24百万円と前連結会計年度末に比べ1億84百万円増加しました。

これはファクタリング等に起因する未収入金や為替予約の時価評価差額が増加したことが主な要因であります。  

  当第３四半期連結会計期間末の負債合計は、88億46百万円と前連結会計年度末に比べ4億47百万円増加しまし

た。これは商社経由仕入の増加による仕入債務の増加等が主な要因であります。  

  当第３四半期連結会計期間末の純資産は、52億78百万円と前連結会計年度末に比べ2億63百万円減少しました。 

  これは円安ドル高による繰延ヘッジ損益の変動による増加の反面、四半期純損失を計上した他、自己株の取得に

より減少したことが主な要因であります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  第３半期連結累計期間は利益に関して当初見通しを下回る状況となっておりますが、第４四半期においては春物

の先物受注が好調であること、経費の節減や在庫処分損の発生が大幅に減少すること等が見込めることから、通期

業績見通しにつきましては、現時点では平成24年10月31日発表の業績予想から変更はございません。  

  なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき、当社で判断したものであ

り、実際の業績は今後の経済情勢等により、予想値と異なる場合があります。  

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

 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 

（減価償却方法の変更）  

 当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、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、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。  

 これによる、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。 

   

該当事項はありません。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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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31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,310,669 1,432,050 

受取手形及び売掛金 2,573,048 2,518,388 

製品 4,703,338 4,510,570 

仕掛品 77,642 76,029 

原材料 349,140 255,565 

未収入金 217,296 492,393 

その他 276,566 439,342 

貸倒引当金 △350 △530 

流動資産合計 9,507,352 9,723,810 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,464,356 1,420,687 

機械装置及び運搬具（純額） 144,126 131,105 

土地 2,137,064 2,137,818 

その他（純額） 123,927 157,704 

有形固定資産合計 3,869,475 3,847,316 

無形固定資産 373,306 374,128 

投資その他の資産   

投資有価証券 81,939 80,985 

その他 109,183 99,542 

貸倒引当金 △652 △1,172 

投資その他の資産合計 190,469 179,355 

固定資産合計 4,433,252 4,400,800 

資産合計 13,940,604 14,124,611 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,447,487 2,684,250 

短期借入金 1,767,045 2,085,887 

1年内返済予定の長期借入金 1,091,524 1,149,926 

未払法人税等 39,522 35,984 

賞与引当金 30,900 33,750 

返品調整引当金 126,000 127,000 

繰延税金負債 12,266 74,307 

その他 513,804 578,869 

流動負債合計 6,028,550 6,769,976 

固定負債   

長期借入金 1,900,978 1,540,153 

繰延税金負債 5,411 7,500 

再評価に係る繰延税金負債 323,013 323,013 

退職給付引当金 107,907 143,398 

その他 32,844 62,437 

固定負債合計 2,370,156 2,076,502 

負債合計 8,398,706 8,846,479 
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,940,997 2,940,997 

資本剰余金 2,770,952 2,754,884 

利益剰余金 △617,073 △871,572 

自己株式 △1,806 △79,306 

株主資本合計 5,093,070 4,745,002 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 9,270 13,544 

繰延ヘッジ損益 19,940 121,187 

土地再評価差額金 413,410 413,410 

為替換算調整勘定 2,861 △28,164 

その他の包括利益累計額合計 445,482 519,979 

少数株主持分 3,344 13,149 

純資産合計 5,541,897 5,278,131 

負債純資産合計 13,940,604 14,124,611 
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

売上高 12,539,902 12,636,516 

売上原価 9,177,497 9,492,056 

返品調整引当金繰入額 － 1,000 

返品調整引当金戻入額 12,000 － 

売上総利益 3,374,404 3,143,459 

販売費及び一般管理費 3,354,702 3,391,838 

営業利益又は営業損失（△） 19,701 △248,378 

営業外収益   

受取利息 3,188 4,209 

仕入割引 8,126 8,726 

受取手数料 53,524 33,636 

受取配当金 1,551 1,609 

為替差益 － 35,528 

その他 10,452 14,725 

営業外収益合計 76,843 98,436 

営業外費用   

支払利息 62,191 66,421 

為替差損 90,417 － 

その他 18,707 13,696 

営業外費用合計 171,317 80,117 

経常損失（△） △74,772 △230,060 

特別利益   

固定資産売却益 6,725 1,751 

投資有価証券売却益 80 － 

補助金収入 － 11,722 

特別利益合計 6,805 13,473 

特別損失   

固定資産除売却損 129 1,670 

投資有価証券売却損 1,560 1,794 

投資有価証券評価損 28 － 

減損損失 1,278 － 

のれん償却額 10,791 － 

ゴルフ会員権売却損 － 1,200 

災害による損失 1,225 － 

特別損失合計 15,013 4,664 

税金等調整前四半期純損失（△） △82,980 △221,251 

法人税等 35,439 29,112 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △118,419 △250,363 

少数株主利益又は少数株主損失（△） △9,260 4,135 

四半期純損失（△） △109,158 △254,499 
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △118,419 △250,363 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △165 4,274 

繰延ヘッジ損益 △39,593 101,247 

土地再評価差額金 44,953 － 

為替換算調整勘定 6,011 △27,858 

その他の包括利益合計 11,205 77,663 

四半期包括利益 △107,214 △172,699 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △99,934 △180,002 

少数株主に係る四半期包括利益 △7,279 7,303 
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該当事項はありません。   

   

会社法第165条第２項の規定による定款の定めに基づく自己株式の取得 

  当社は、平成24年8月1日開催の取締役会において、会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同

法第156条の規定に基づき、自己株式を取得することを決議し、同年8月2日に普通株式500,000株を取得いたしまし

た。これにより、第２四半期連結会計期間において自己株式が77,500千円増加し、当第３四半期連結会計期間末に

おける自己株式が79,306千円となっております。  

   

   

（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
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