
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

   

   

 

   

   

   

   

   

 

   

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年５月期の連結業績（平成24年６月１日～平成25年５月31日）
（１）連結経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年５月期 61,924 3.4 4,727 △8.1 5,248 0.7 2,748 4.1
24年５月期 59,861 7.6 5,143 43.9 5,214 42.0 2,640 100.4

(注) 包括利益 25年５月期 3,946百万円( 24.3％) 24年５月期 3,174百万円( 561.7％)

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり 
当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産 
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

25年５月期 98.52 ― 9.5 13.8 7.6
24年５月期 94.65 ― 10.2 14.4 8.6

(参考) 持分法投資損益 25年５月期 ―百万円 24年５月期 ―百万円

（２）連結財政状態

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５月期 38,772 30,556 78.8 1,095.23
24年５月期 37,393 27,307 73.0 978.76

(参考) 自己資本 25年５月期 30,556百万円 24年５月期 27,307百万円

（３）連結キャッシュ・フローの状況
営業活動による 

キャッシュ・フロー
投資活動による

キャッシュ・フロー
財務活動による

キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物

期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

25年５月期 2,358 △1,564 △1,329 7,684
24年５月期 4,850 △1,241 △1,817 8,220

２．配当の状況

年間配当金 配当金総額 
(合計)

配当性向 
(連結)

純資産
配当率 
(連結)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 百万円 ％ ％

24年５月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00 557 21.1 2.2
25年５月期 ― 15.00 ― 15.00 30.00 836 30.4 2.9

26年５月期(予想) ― 15.00 ― 15.00 30.00 29.3

３．平成26年５月期の連結業績予想（平成25年６月１日～平成26年５月31日）

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) 32,600 8.5 2,450 4.8 2,450 4.0 1,260 △0.7 45.16
通 期 68,000 9.8 5,400 14.2 5,400 2.9 2,860 4.0 102.50



 

 

   

   

   

     

   

   

 

   

   

   

（２）個別財政状態 

 

   

   

   

   

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 

   

   

 

   

 

 
・当社は平成25年７月２日に機関投資家及びアナリスト向けの決算説明会を開催する予定です。その模様及び説明内容（音声）
については、当日使用する決算説明資料とともに、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

※ 注記事項

（１）期中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

  新規 ―社 (社名) 、除外 ―社 (社名)

（２）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 ： 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

（注）当連結会計年度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18ページ「４.連結財務諸表（5）連結財務諸表に関する注記事項（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）」をご覧下さい。

（３）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５月期 27,900,000株 24年５月期 27,900,000株

② 期末自己株式数 25年５月期 72株 24年５月期 72株

③ 期中平均株式数 25年５月期 27,899,928株 24年５月期 27,899,928株

(参考)  個別業績の概要
１．平成25年５月期の個別業績（平成24年６月１日～平成25年５月31日）
（１）個別経営成績 (％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

25年５月期 51,373 △2.2 4,099 △2.3 4,799 10.6 2,561 28.8
24年５月期 52,537 3.0 4,194 43.6 4,341 42.1 1,989 127.2

１株当たり 
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

25年５月期 91.82 ―
24年５月期 71.31 ―

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５月期 35,107 28,442 81.0 1,019.44
24年５月期 34,858 25,775 73.9 923.87

(参考) 自己資本 25年５月期 28,442百万円 24年５月期 25,775百万円

２．平成26年５月期の個別業績予想（平成25年６月１日～平成26年５月31日）

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) 26,200 2.6 2,150 10.1 2,250 10.3 1,190 7.6 42.65
通  期 52,500 2.2 4,400 7.3 4,600 △4.2 2,430 △5.1 87.09

※ 監査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監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づ
く財務諸表の監査手続は終了していません。

※ 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、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、決算短信
（添付資料）２ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。
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①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、海外経済の減速を背景とした輸出・生産の減少と設備投資の調

整等により３四半期連続のマイナス成長となりましたが、12月以降、急速に円安と株高が進み、輸出企業

を中心にマインドの改善がみられました。 

当社グループが属するレディースカジュアル専門店業界は、消費マインドの緩やかな改善など一部に復

調の兆しがみられたものの、デフレ基調が続き、低価格志向の継続等、依然として厳しい経営環境が続き

ました。 

このような状況のなか、当社グループにおきましては、既存店の活性化に向けた施策として、ブランド

コンセプトを柔軟に見直し、幅広い年齢層に訴求できるブランディングを行いました。その他、ファッシ

ョン誌とのコラボレーション企画、自社運営の通販サイトと実店舗の連動販促企画、その他各種キャンペ

ーン等、さまざまな販促活動に取り組み、販売力の強化を推し進めてまいりました。 

店舗展開に関しましては、都市部を中心に、主力のハニーズ業態15店舗に加え、ミャンマー自社工場を

活用した新しい業態「パンツワールド」を４店舗オープンし、また、23店舗の退店を行った結果、当連結

会計年度末における国内店舗数は830店舗となりました。 

  中国子会社である好麗姿（上海）服飾商貿有限公司(注）におきましては、引き続き積極的に出店を行

った結果、当連結会計年度末における直営店舗数は529店舗となりました。 

以上の結果、当連結会計年度におきましては、売上高619億24百万円（前連結会計年度比3.4％増）、営

業利益47億27百万円（同8.1％減）、経常利益52億48百万円（同0.7％増）、当期純利益27億48百万円（同

4.1％増）となりました。 

セグメント別の業績は、以下のとおりであります。 

<日本> 

日本における売上高は513億73百万円（前連結会計年度比2.2％減）、営業利益は41億39百万円（同

2.4％減）となりました。不安定な天候の影響を受け、売上高が前年を割り込んだことから、営業利益は

減益となりました。 

<中国> 

中国における売上高は105億50百万円（前連結会計年度比44.1％増）、営業利益は５億26百万円（同

36.3％減）となりました。売上高は、新規出店効果により大幅に増加したものの、景気減速による競争環

境の激化により減益となりました。 

<その他> 

報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ミャンマー現地法人の事業活動を含んでおりま

す。当連結会計年度における営業損失は62百万円となりました。 

 (注)  好麗姿（上海）服飾商貿有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、日本語常用漢字で代

用しております。 

②次期の見通し 

次期の見通しにつきましては、前半は景気対策により公共投資の増勢が強まり、また所得環境も好転が

期待されるため個人消費も緩やかな拡大が続くものと思われますが、後半は消費税率引き上げによる駆け

込み需要に起因した成長の加速とその後の反動による落ち込みが予想されるなど、消費税率引き上げを挟

んで舵取りの難しい１年になるものと思われます。 

このような状況のなか、当社グループにおきましては、引き続き、より幅広い年齢層に訴求できるブラ

ンディングを進め、客層の拡大を図ってまいります。また、シーズン毎の投入計画と在庫コントロールの

精度向上に努めるとともに商品鮮度を維持した売場づくりや接客力の向上に取り組み、既存店の活性化を

進めてまいります。 

これらにより、次期の連結業績見通しにつきましては、売上高680億円（当連結会計年度比9.8％増）、

営業利益54億円（同14.2％増）、経常利益54億円（同2.9％増）、当期純利益28億60百万円（同4.0％増）

を見込んでおります。 

１．経営成績・財政状態に関する分析

（１）経営成績に関する分析
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①資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産は、前連結会計年度末に比べて13億79百万円増加して387億72百万円となりま

した。これは、たな卸資産が増加したこと等によるものです。 

  負債につきましては、前連結会計年度末に比べ18億70百万円減少して82億16百万円となりました。これ

は長期借入金、未払法人税等が減少したこと等によるものです。 

  純資産につきましては、前連結会計年度末に比べて32億49百万円増加して305億56百万円となりまし

た。これは利益剰余金が増加したこと等によるものです。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計

年度末に比べ５億36百万円減少し、76億84百万円となりました。 

当連結会計年度末における各キャッシュ・フローの状況は、次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は23億58百万円（前連結会計年度比51.4％減）となりました。 

これらは、税金等調整前当期純利益が48億85百万円（同1.9％増）、減価償却費が14億54百万円生じた

ことにより資金が増加したのに対し、たな卸資産が14億52百万円増加し、法人税等27億円の支払いにより

資金が減少したことが主な要因であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果使用した資金は、15億64百万円（同26.0％増）となりました。 

これらは、差入保証金の回収により４億85百万円資金が増加したのに対し、新規出店に伴う有形固定資

産の取得17億05百万円支出した結果資金が減少したことが主な要因であります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は、13億29百万円（同26.9％減）となりました。 

これらは、長期借入金７億40百万円の返済、配当金６億97百万円の支出により資金が減少したことが主

な要因であります。 

  

(参考)  キャッシュ・フロー関連指標の推移 
  

 
  （注）１. 自己資本比率：自己資本／総資産 

        ２. 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

        ３. キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

        ４. インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

          ※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

          ※株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

          ※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用して 

            おります。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を支払っている全ての負債 

            を対象としております。また、利払いにつきましては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を 

            使用しております。 

（２）財政状態に関する分析

平成21年５月期 平成22年５月期 平成23年５月期 平成24年５月期 平成25年５月期

自己資本比率 66.3 68.8 69.7 73.0 78.8

時価ベースの自己資本比率
（％）

46.7 87.2 65.9 123.1 80.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（％）

221.8 75.7 112.6 28.9 34.4

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

34.2 93.8 56.9 136.7 76.2
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利益配分につきましては、株主の皆様への利益還元と、事業規模の拡大に向けた内部留保の充実を勘案

し、連結配当性向20％以上を目標として取り組んでおります。内部留保資金は、新規出店等の設備投資に

充当し、さらなる業容拡大のために有効活用してまいります。 

このような基本方針に基づき、当連結会計年度の１株当たり配当金につきましては30円（中間配当金15

円、期末配当金15円）を予定しております。次期に関しましても、同30円（中間配当金15円、期末配当金

15円）を予定しております。 

  

当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があるリスクには、以下のようなものがあります。当社グル

ープは、これらのリスク発生の可能性を認識したうえで、発生の回避および発生した場合の対応に努める

方針であります。記載した項目のうち将来に関する事項は、平成25年７月２日現在において、当社が判断

したものであります。 

  

①気象状況等が経営成績に与える影響について 

当社グループが取り扱う衣料品や雑貨は、冷夏暖冬といった天候不順に加え台風等の予測できない気象

状況の変化によって売上が変動しやすく、当社の業績に影響が及ぶ可能性があります。 

  

②流行等が経営成績に与える影響について 

当社グループの属するファッション衣料業界では、流行の変化が早く商品のライフサイクルが短いた

め、当社がお客様の嗜好に合致した商品を提供できない場合には、販売不振等により当社の業績に影響が

及ぶ可能性があります。 

  

③店舗展開等について 

当社グループは主にインショップ形態で展開しておりますので、出店先である商業施設の集客力の変化

に影響を受ける可能性がありますし、店舗展開や店舗運営が当社の計画どおりに進む保証はなく、新規出

店の動向等により業績に影響が及ぶ可能性があります。また、出店に際し出店先に差し入れている差入保

証金が、当該保証金差入先の倒産その他の事由により、全額または一部回収できなくなる可能性がありま

す。 

  

④海外からの仕入への依存度について 

当社グループは仕入コスト削減のため、自社企画商品を中国、バングラディシュ、インドネシア等の縫

製メーカーへ生産委託している等、海外から多くの商品を輸入しております。海外からの仕入条件は発注

の都度決定しておりますが、為替相場の大幅な変動により当社の業績は影響を受ける可能性があり、また

仕入先のある主要国における地域情勢等によっては当社の仕入活動に支障を生じる可能性があります。 

  

⑤自然災害について 

地震等による自然災害によって、当社グループの拠点や主要インフラが損害を受ける可能性がありま

す。大規模地震や原子力発電所事故の拡大等によって本社及び物流センター並びに店舗等が被害を受けた

場合、一時的に主要機能が失われるなどにより、当社の業績に影響が及ぶ可能性があります。 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

（４）事業等のリスク
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当社グループは当社及び連結子会社３社で構成され、婦人衣料及び服飾雑貨のSPA(注１)企業として、

衣料品及び服飾品の企画、販売並びに製造を行っております。 

当社グループの事業にかかる位置づけ及びセグメントとの関連は、下記のとおりであります。 

  

（日本） 

当社は、10代前半～40代までの女性をメイン顧客層とした女性向けカジュアルウェア及び服飾品の企

画、並びに販売を行っております。当社の国内店舗は、インショップ型を主としたカジュアル専門店であ

り、全国47都道府県にわたって各地の郊外型大型ショッピングセンターや駅ビル等に出店しております。

当連結会計年度末の直営店舗数は830店舗であります。 

当社グループの販売する商品の多くは自社企画商品であり、それらは主に海外生産委託工場で生産して

おります。また、連結子会社である株式会社ハニークラブは、季節の立ち上がり時期等のほか新しいデザ

インや素材、色等を試験的に導入するパイロット商品の製造に役割を特化し、SPA企業として早いサイク

ルで移り変わる商品トレンドをタイムリーに捉え、多様な顧客ニーズに応えるための一翼を担っていま

す。 

  

（中国） 

連結子会社である好麗姿（上海）服飾商貿有限公司（注２）は、中国国内における当社商品の販売及び

卸しを担っております。当連結会計年度末の直営店舗数は529店舗であり、フランチャイズ店舗数は44店

舗であります。 

  

（その他） 

連結子会社であるHoneys Garment Industry Limitedは、ミャンマー連邦共和国において婦人衣料等の

製造業を営んでおります。 

  

  (注１)  SPAとはSpeciality store retailer of Private label Apparelの略であります。 

  (注２)  好麗姿（上海）服飾商貿有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、日本語常用漢字で

代用しております。 

  

 以上を事業系統図で示すと、次のとおりであります。 

  
 

２．企業集団の状況
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当社グループは、昭和53年の創業以来「高感度・高品質・リーズナブルプライス」を商品コンセプトと

して、独自に開発したSPAシステムをベースにお客様が今求めているファッションをご満足いただける価

格でタイムリーにご提供することを基本方針として、全国各地にレディースカジュアル専門店ハニーズの

チェーン展開を進めてまいりました。  

当社グループは、自社企画・製造のノウハウをベースに低価格帯でも収益を出せる魅力ある商品づくり

とタイムリーな商品供給によってロスの削減を図り、高収益体質の企業を目指してまいります。今後も、

すべての利害関係者と社会全体に対して、継続的な企業価値の向上に努めてまいります。 

  

当社グループは、顧客満足度の向上と利益向上を経営目標の中心と考えております。自社企画の精度向

上による商品の優位性とストア・ロイヤリティの向上によって他社との差別化を図り、常にお客様に支持

される売場づくりに取り組むことで、売上高経常利益率10％以上を確保できる安定した収益基盤を目指し

ております。  

  

当社グループは、自社企画商品の優位性向上を経営戦略の中心に位置付け、特に中国市場へ向けた積極

的な出店戦略と店舗オペレーション力の強化によって、安定した成長性と高い収益性の実現を目指してお

ります。  

  

  ①市場の変化を見据えながら、商品ブランド（「シネマクラブ」、「グラシア」、「コルザ」、「コン

フォートベーシック」等）のテイストやターゲットを柔軟に見直し、お客様のニーズにマッチした商

品を安定的かつ継続的に開発出来る企画力の向上に努めてまいります。 

  ②生産ラインの安定確保や品質の向上を進めると同時に、発注の短サイクル化を実現し、常に新鮮な商

品をお客様に提供いたします。 

  ③生産拠点の中国一極集中を回避するため、ミャンマーにおいて自社工場の規模拡大を目指すほか、バ

ングラディシュ、インドネシアなど生産拠点の多様化・分散化を追及してまいります。 

３．経営方針

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題
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４．連結財務諸表
（１）連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年５月31日)

当連結会計年度
(平成25年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,220,891 7,684,698

売掛金 3,536,365 3,592,483

たな卸資産 ※1 6,373,492 ※1 8,054,757

繰延税金資産 648,398 31,874

未収還付法人税等 51 975

その他 485,771 1,211,836

貸倒引当金 △2,318 △1,541

流動資産合計 19,262,651 20,575,084

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 13,993,704 14,726,077

減価償却累計額 △7,549,915 △8,196,295

建物及び構築物（純額） 6,443,788 6,529,782

機械装置及び運搬具 355,036 355,036

減価償却累計額 △243,251 △266,736

機械装置及び運搬具（純額） 111,785 88,299

土地 2,128,913 2,128,913

建設仮勘定 50,637 221

その他 1,980,001 2,334,565

減価償却累計額 △1,428,911 △1,623,624

その他（純額） 551,089 710,940

有形固定資産合計 9,286,215 9,458,158

無形固定資産

その他 229,553 228,792

無形固定資産合計 229,553 228,792

投資その他の資産

投資有価証券 21,411 27,579

繰延税金資産 755,828 810,605

差入保証金 7,835,780 7,664,612

その他 38,762 39,294

貸倒引当金 △36,394 △31,152

投資その他の資産合計 8,615,389 8,510,939

固定資産合計 18,131,158 18,197,889

資産合計 37,393,809 38,772,974
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成24年５月31日)

当連結会計年度
(平成25年５月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,243,191 1,690,212

短期借入金 － 150,400

1年内返済予定の長期借入金 740,800 660,000

未払法人税等 1,656,952 797,783

繰延税金負債 － 161,405

ポイント引当金 3,944 3,527

災害損失引当金 18,792 －

資産除去債務 12,446 9,870

未払費用 2,166,363 2,133,172

その他 1,697,930 587,492

流動負債合計 7,540,421 6,193,864

固定負債

長期借入金 660,000 －

退職給付引当金 1,067,525 1,213,116

資産除去債務 765,970 780,848

その他 52,346 28,250

固定負債合計 2,545,842 2,022,215

負債合計 10,086,263 8,216,079

純資産の部

株主資本

資本金 3,566,800 3,566,800

資本剰余金 3,941,880 3,941,880

利益剰余金 20,473,691 22,524,972

自己株式 △330 △330

株主資本合計 27,982,040 30,033,321

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,619 5,105

繰延ヘッジ損益 △652,503 146,091

為替換算調整勘定 △23,610 372,376

その他の包括利益累計額合計 △674,494 523,572

純資産合計 27,307,545 30,556,894

負債純資産合計 37,393,809 38,772,974
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書
連結損益計算書

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年６月１日
至 平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年６月１日
至 平成25年５月31日)

売上高 59,861,400 61,924,091

売上原価 25,323,964 26,015,221

売上総利益 34,537,436 35,908,870

販売費及び一般管理費 ※1 29,394,232 ※1 31,181,420

営業利益 5,143,203 4,727,450

営業外収益

受取利息 3,130 3,273

受取配当金 1,369 1,237

受取地代家賃 43,757 38,072

受取補償金 18,858 9,608

デリバティブ評価益 20,816 502,758

貸倒引当金戻入額 － 5,709

雑収入 53,562 72,053

営業外収益合計 141,495 632,713

営業外費用

支払利息 36,752 30,762

貸倒引当金繰入額 83 －

為替差損 22,484 52,012

雑損失 10,915 28,828

営業外費用合計 70,235 111,604

経常利益 5,214,463 5,248,559

特別利益

固定資産売却益 ※2 520 －

受取損害賠償金 － 64,126

特別利益合計 520 64,126

特別損失

固定資産除却損 ※3 154,582 ※3 258,008

減損損失 ※4 225,516 ※4 136,744

その他 41,073 32,303

特別損失合計 421,172 427,057

税金等調整前当期純利益 4,793,810 4,885,627

法人税、住民税及び事業税 2,222,790 1,895,822

法人税等調整額 △69,826 241,026

法人税等合計 2,152,964 2,136,848

少数株主損益調整前当期純利益 2,640,845 2,748,779

当期純利益 2,640,845 2,748,779
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連結包括利益計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年６月１日
至 平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年６月１日
至 平成25年５月31日)

少数株主損益調整前当期純利益 2,640,845 2,748,779

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 1,060 3,486

繰延ヘッジ損益 454,872 798,594

為替換算調整勘定 78,101 395,986

その他の包括利益合計 ※1 534,034 ※1 1,198,067

包括利益 3,174,879 3,946,846

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 3,174,879 3,946,846

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年６月１日
至 平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年６月１日
至 平成25年５月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 3,566,800 3,566,800

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,566,800 3,566,800

資本剰余金

当期首残高 3,941,880 3,941,880

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,941,880 3,941,880

利益剰余金

当期首残高 18,251,344 20,473,691

当期変動額

剰余金の配当 △418,498 △697,498

当期純利益 2,640,845 2,748,779

当期変動額合計 2,222,346 2,051,280

当期末残高 20,473,691 22,524,972

自己株式

当期首残高 △330 △330

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △330 △330

株主資本合計

当期首残高 25,759,694 27,982,040

当期変動額

剰余金の配当 △418,498 △697,498

当期純利益 2,640,845 2,748,779

当期変動額合計 2,222,346 2,051,280

当期末残高 27,982,040 30,033,321
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年６月１日
至 平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年６月１日
至 平成25年５月31日)

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金

当期首残高 558 1,619

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,060 3,486

当期変動額合計 1,060 3,486

当期末残高 1,619 5,105

繰延ヘッジ損益

当期首残高 △1,107,375 △652,503

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 454,872 798,594

当期変動額合計 454,872 798,594

当期末残高 △652,503 146,091

為替換算調整勘定

当期首残高 △101,712 △23,610

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 78,101 395,986

当期変動額合計 78,101 395,986

当期末残高 △23,610 372,376

その他の包括利益累計額合計

当期首残高 △1,208,529 △674,494

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 534,034 1,198,067

当期変動額合計 534,034 1,198,067

当期末残高 △674,494 523,572

純資産合計

当期首残高 24,551,165 27,307,545

当期変動額

剰余金の配当 △418,498 △697,498

当期純利益 2,640,845 2,748,779

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 534,034 1,198,067

当期変動額合計 2,756,380 3,249,348

当期末残高 27,307,545 30,556,894
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年６月１日
至 平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年６月１日
至 平成25年５月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 4,793,810 4,885,627

減価償却費 1,402,606 1,454,642

減損損失 225,516 136,744

デリバティブ評価損益（△は益） △20,816 △502,758

退職給付引当金の増減額（△は減少） 122,753 145,590

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,506 △5,267

ポイント引当金の増減額（△は減少） △6,863 △416

受取利息及び受取配当金 △4,500 △4,511

支払利息 36,752 30,762

受取損害賠償金 － △64,126

固定資産売却損益（△は益） △520 －

固定資産除却損 139,578 230,646

売上債権の増減額（△は増加） △465,202 127,805

たな卸資産の増減額（△は増加） △490,462 △1,452,615

仕入債務の増減額（△は減少） 142,397 332,714

未払金の増減額（△は減少） 28,758 13,535

未払費用の増減額（△は減少） 71,329 △51,816

未払消費税等の増減額（△は減少） 113,221 △119,446

その他 △80,957 △117,944

小計 6,008,908 5,039,166

利息及び配当金の受取額 4,500 4,511

利息の支払額 △35,477 △30,937

損害賠償金の受取額 － 64,126

法人税等の支払額 △1,072,160 △2,700,070

災害損失の支払額 △55,678 △18,792

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,850,092 2,358,003

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 △1,439,430 △1,705,963

有形固定資産の売却による収入 996 －

無形固定資産の取得による支出 △47,212 △34,979

投資有価証券の取得による支出 △748 △770

長期貸付けによる支出 △500 －

長期貸付金の回収による収入 2,618 2,792

差入保証金の差入による支出 △330,024 △268,189

差入保証金の回収による収入 616,826 485,457

資産除去債務の履行による支出 △53,829 △49,120

その他 10,167 6,713

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,241,136 △1,564,061
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成23年６月１日
至 平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自 平成24年６月１日
至 平成25年５月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 864,506 130,900

短期借入金の返済による支出 △1,501,586 －

長期借入金の返済による支出 △740,800 △740,800

配当金の支払額 △418,498 △697,498

その他 △21,477 △21,938

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,817,856 △1,329,336

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,603 △798

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,785,495 △536,192

現金及び現金同等物の期首残高 6,435,395 8,220,891

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 8,220,891 ※1 7,684,698
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       該当事項はありません。 

  

     １  連結の範囲に関する事項 

     (1) 連結子会社の数  ３社 

         連結子会社の名称 

     株式会社ハニークラブ 

     好麗姿（上海）服飾商貿有限公司 

     Honeys Garment Industry Limited 

     (2) 非連結子会社の数  ２社 

         非連結子会社の名称 

     株式会社ハニーズハートフルサポート 

     好麗姿（香港）有限公司 

     (3) 連結の範囲から除いた理由 

  非連結子会社２社は、いずれも小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益剰

余金等は、いずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼさないため、連結の範囲から除外してお

ります。 

  

     ２  持分法の適用に関する事項 

     (1) 持分法適用会社 

         持分法適用会社はありません。 

     (2) 持分法非適用会社 

         非連結子会社 

           株式会社ハニーズハートフルサポート 

           好麗姿（香港）有限公司 

     (3) 持分法を適用しない理由 

  上記の持分法非適用の非連結子会社は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ全体としても重要性がないため、持分法の適用範囲から除外しております。 

  

     ３  連結子会社の事業年度等に関する事項 

     連結子会社の決算日が連結決算日と異なる会社は次のとおりであります。 

会  社  名                          決  算  日 

      好麗姿（上海）服飾商貿有限公司        12月31日  ※１ 

      Honeys Garment Industry Limited       ３月31日  ※２ 

 ※１  ３月31日現在で決算に準じた仮決算を行った財務諸表を基礎としており、連結決算日との

間に生じた重要な取引については、連結上必要な調整を行っております。 

 ※２  決算日現在の財務諸表を使用しております。ただし、連結決算日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要な調整を行っております。 

（５）連結財務諸表に関する注記事項

      (継続企業の前提に関する注記)

      (連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項)
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    ４  会計処理基準に関する事項 

    (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 

    ①  有価証券 

    その他有価証券 

    時価のあるもの 

    連結決算日の市場価格等に基づく時価法 

    （評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定） 

    時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

    ②  デリバティブ 

    時価法 

    ③  たな卸資産 

    商品 

    主として売価還元法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

    貯蔵品 

    生地等…先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

    その他… 終仕入原価法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 

    (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

    ①  有形固定資産(リース資産を除く) 

    主として法人税法に規定する定率法 

  ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物(付属設備を除く)については、法人税法に規

定する定額法を採用しております。 

    主な耐用年数 

    建物      ３年～50年 

  また、取得価額10万円以上20万円未満の少額減価償却資産については、３年間で均等償却し

ております。 

    ②  無形固定資産(リース資産を除く) 

    定額法 

  なお、ソフトウエア（社内利用）については社内における利用可能期間（５年）に基づく定

額法を採用しております。 

    ③  リース資産 

    所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

  なお、リース取引開始日が平成20年５月31日以前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
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    (3) 重要な引当金の計上基準 

    ①  貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権

等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上しております。 

    ②  ポイント引当金 

  インターネット販売において顧客に付与したポイントの将来の利用に備えるため、当連結会計

年度末における将来利用見込額を計上しております。 

    ③  退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、当社及び連結子会社において当連結会計年度末における退職

給付債務及び年金資産の見込み額に基づき計上しております。 

  数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定

の年数(５年)による按分額を、それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理することとしており

ます。 

    (4) 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算の基準 

  外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし

て処理しております。 

  なお、在外子会社の資産及び負債は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費

用は期中平均相場により円貨に換算し、換算差額は純資産の部における為替換算調整勘定に含め

て計上しております。 

    (5) 重要なヘッジ会計の方法 

    ①  ヘッジ会計の方法 

    原則として繰延ヘッジ処理によっております。 

    ②  ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ手段…為替予約 

    ヘッジ対象…商品輸入による外貨建買入債務及び外貨建予定取引 

    ③  ヘッジ方針 

  デリバティブ取引に関する取り決めに基づき、ヘッジ対象に係る為替変動リスクを一定の範囲

内でヘッジしております。 

    ④  ヘッジ有効性評価の方法 

  ヘッジ対象とヘッジ手段のキャッシュ・フロー変動の累計を半期毎に比較し、両者の変動額等

を基礎にして、ヘッジ有効性を評価しております。 

    (6) 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

  手許現金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短期投資からなっておりま

す。 

    (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

      消費税等の会計処理 

      消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 
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当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年６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。 

なお、これによる当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益に与える影響

は軽微であります。 

(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)
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※１  たな卸資産の内訳 

 
  

２  当社においては、運転資金の効率的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約を締結しておりま

す。 

当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借入金未実行残高等は次のとおりであります。 

 
  

※１  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

 
  

※２  固定資産売却益 

 
  

※３  固定資産除却損 

 
  

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度
(平成24年５月31日)

当連結会計年度
(平成25年５月31日)

商品 6,326,513千円 7,735,624千円

仕掛品 5,089 3,306

原材料及び貯蔵品 41,890 315,827

計 6,373,492 8,054,757

前連結会計年度
(平成24年５月31日)

当連結会計年度
(平成25年５月31日)

当座貸越極度額の総額 7,900,000千円 7,500,000千円

借入実行残高 ― ―

差引額 7,900,000 7,500,000

(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成23年６月１日
至  平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年６月１日
至  平成25年５月31日)

給料及び手当 9,275,867千円 9,824,253千円

退職給付費用 186,767 203,797

賃借料 8,762,982 9,289,216

貸倒引当金繰入額 876 ―

貸倒損失 2,615 149

前連結会計年度
(自  平成23年６月１日
至  平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年６月１日
至  平成25年５月31日)

機械装置及び運搬具 361千円 ―千円

工具、器具及び備品 159 ―

計 520 ―

前連結会計年度
(自  平成23年６月１日
至  平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年６月１日
至  平成25年５月31日)

建物及び構築物 134,321千円 190,141千円

工具、器具及び備品 5,256 5,040

建設仮勘定 ― 35,465

撤去費用等 15,003 27,362

計 154,582 258,008
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※４  減損損失 

当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上いたしました。 

なお、場所については地域別に記載しております。 

前連結会計年度(自  平成23年６月１日  至  平成24年５月31日) 

 
当社グループでは、原則として店舗ごとに資産のグルーピングを行っておりますが、遊休資産は物件ご

とにグルーピングを行っており、本社及び物流センターは共用資産としております。 

減損損失を計上した店舗については、割引前将来キャッシュ・フロー総額が帳簿価額に満たないため、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その内

訳は建物218,262千円、工具、器具及び備品7,254千円であります。 

なお、上記資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを

5.0％で割り引いて算定しております。 

  

当連結会計年度(自  平成24年６月１日  至  平成25年５月31日) 

 
当社グループでは、原則として店舗ごとに資産のグルーピングを行っておりますが、遊休資産は物件ご

とにグルーピングを行っており、本社及び物流センターは共用資産としております。 

減損損失を計上した店舗については、割引前将来キャッシュ・フロー総額が帳簿価額に満たないため、

帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。その内

訳は建物133,489千円、構築物320千円、工具、器具及び備品2,934千円であります。 

なお、上記資産グループの回収可能価額は、使用価値により測定しており、将来キャッシュ・フローを

5.0％で割り引いて算定しております。 

（単位：千円）

用途 種類 場所 金額

店  舗 建物、器具及び備品 北海道地域１店舗 3,102

店  舗 建物、器具及び備品 東北地域４店舗 19,108

店  舗 建物、器具及び備品 関東地域10店舗 32,226

店  舗 建物、器具及び備品 北陸・中部地域25店舗 85,557

店  舗 建物、器具及び備品 近畿地域12店舗 28,299

店  舗 建物、器具及び備品 中国地域５店舗 14,690

店  舗 建物、器具及び備品 四国地域１店舗 2,584

店  舗 建物、器具及び備品 九州地域７店舗 21,116

店  舗 建物 中国９店舗 18,831

計 225,516

（単位：千円）

用途 種類 場所 金額

店  舗 建物、器具及び備品 北海道地域４店舗 9,655

店  舗 器具及び備品 東北地域１店舗 31

店  舗 建物、器具及び備品 関東地域14舗 34,875

店  舗 建物、構築物、器具及び備品 北陸・中部地域10店舗 15,578

店  舗 建物、器具及び備品 近畿地域７店舗 18,952

店  舗 建物、器具及び備品 中国地域２店舗 3,088

店  舗 建物、器具及び備品 九州地域４店舗 7,164

店  舗 建物 中国22店舗 47,397

計 136,744
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※１  その他の包括利益に係る組替調整額及び税効果額 

 
  

(連結包括利益計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成23年６月１日
至  平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年６月１日
至  平成25年５月31日)

その他有価証券評価差額金

  当期発生額 1,567千円 5,396千円

  組替調整額 ― ―

    税効果調整前 1,567 5,396

    税効果額 △507 △1,910

    その他有価証券評価差額金 1,060 3,486

繰延ヘッジ損益

  当期発生額 △361,983 1,201,265

  組替調整額 1,174,077 82,649

    税効果調整前 812,094 1,283,914

    税効果額 △357,222 △485,319

    繰延ヘッジ損益 454,872 798,594

為替換算調整勘定

  当期発生額 78,101 395,986

  組替調整額 ― ―

    税効果調整前 78,101 395,986

    税効果額 ― ―

    為替換算調整勘定 78,101 395,986

その他の包括利益合計 534,034 1,198,067
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前連結会計年度（自  平成23年６月1日  至  平成24年５月31日） 

１. 発行済株式に関する事項 

   
２. 自己株式に関する事項 

   
３. 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 
  
４. 配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

   
（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

 
  
当連結会計年度（自  平成24年６月1日  至  平成25年５月31日） 

１. 発行済株式に関する事項 

   
２. 自己株式に関する事項 

   
３. 新株予約権等に関する事項 

  該当事項はありません。 
  
４. 配当に関する事項 

（1）配当金支払額 

   
（2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

(連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 27,900,000 ― ― 27,900,000

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 72 ― ― 72

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

平成23年８月23日 
定時株主総会

普通株式 139,499 5 平成23年５月31日 平成23年８月24日

平成24年１月10日 
取締役会

普通株式 278,999 10 平成23年11月30日 平成24年１月27日

決議 株式の種類 配当の原資
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

平成24年８月21日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 278,999 10 平成24年５月31日 平成24年８月22日

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 27,900,000 ― ― 27,900,000

株式の種類 当連結会計年度期首 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 72 ― ― 72

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

平成24年８月21日 
定時株主総会

普通株式 278,999 10 平成24年５月31日 平成24年８月22日

平成25年１月8日 
取締役会

普通株式 418,498 15 平成24年11月30日 平成25年１月29日

決議予定 株式の種類 配当の原資
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

平成25年８月20日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 418,498 15 平成25年５月31日 平成25年８月21日
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※１  現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係 

 
  

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自  平成23年６月１日
至  平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年６月１日
至  平成25年５月31日)

現金及び預金勘定 8,220,891千円 7,684,698千円

現金及び現金同等物 8,220,891 7,684,698
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１  報告セグメントの概要 
当社グループの報告セグメントは、当社グループの構成単位のうち分離された財務情報が入手可能で

あり、取締役会が、経営資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっ
ているものであります。   
当社グループは、主に婦人衣料及び服飾雑貨の企画、製造並びに販売を行っており、国内においては

当社が、海外(中国）においては好麗姿（上海）服飾商貿有限公司（連結子会社）が、それぞれ販売を
担当しております。 
また、株式会社ハニークラブ（連結子会社）は、国内においてパイロット商品の製造を、Honeys 

Garment Industry Limited（連結子会社）は、海外（ミャンマー）において婦人衣料の製造を行ってお
ります。したがって、当社グループは、製造・販売体制を基礎とした地域別のセグメントから構成され
ており、「日本」、「中国」の２つを報告セグメントとしております。   

  
２  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告されている事業セグメントの会計処理の方法は、「連結財務諸表作成のための基本となる重要な
事項」の記載と同一であります。   
報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。セグメント間の内部売上高及び振替高

は市場実勢価格に基づいております。   
  
３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

前連結会計年度(自  平成23年６月１日  至  平成24年５月31日) 
(単位：千円) 

 
（注） 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ミャンマーの現地法人の事業活動

を含んでおります。 
  
当連結会計年度(自  平成24年６月１日  至  平成25年５月31日) 

(単位：千円) 

 
（注） 「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ミャンマーの現地法人の事業活動

を含んでおります。 

(セグメント情報)

報告セグメント その他
（注）

合計
日本 中国 計

売上高

  外部顧客への売上高 52,537,987 7,323,413 59,861,400 ― 59,861,400

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高 ― ― ― ― ―

計 52,537,987 7,323,413 59,861,400 ― 59,861,400

セグメント利益又は損失(△) 4,240,683 826,003 5,066,686 △8,097 5,058,588

セグメント資産 35,047,885 3,455,248 38,503,133 33,760 38,536,894

その他の項目

  減価償却費 1,217,571 181,541 1,399,112 ― 1,399,112

  有形固定資産及び
  無形固定資産の増加額 925,771 669,435 1,595,207 166,387 1,761,594

報告セグメント その他
（注）

合計
日本 中国 計

売上高

  外部顧客への売上高 51,373,766 10,550,325 61,924,091 ― 61,924,091

  セグメント間の内部
  売上高又は振替高 ― ― ― 73,338 73,338

計 51,373,766 10,550,325 61,924,091 73,338 61,997,429

セグメント利益又は損失(△) 4,139,664 526,478 4,666,143 △62,219 4,603,924

セグメント資産 35,298,027 5,682,724 40,980,752 264,158 41,244,910

その他の項目

  減価償却費 1,132,084 300,429 1,432,514 4,663 1,437,177

  有形固定資産及び
  無形固定資産の増加額 763,190 935,310 1,698,500 226,477 1,924,977
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４  報告セグメント合計額と連結財務諸表計上額との差額及び当該差額の主な内容(差異調整に関する事項)

 
  

 
  

 
  

１  製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、

記載を省略しております。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

    セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

(2) 有形固定資産 

(単位：千円) 

 
  

３  主要な顧客ごとの情報 

 連結損益計算書の売上高の10％以上を占める特定の外部顧客への売上高がないため、記載を省略して

おります。 

  

(単位：千円)

利益 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 5,066,686 4,666,143

「その他」の区分の利益 △8,097 △62,219

セグメント間取引消去 84,615 123,525

連結財務諸表の営業利益 5,143,203 4,727,450

(単位：千円)

資産 前連結会計年度 当連結会計年度

報告セグメント計 38,503,133 40,980,752

「その他」の区分の資産 33,760 264,158

セグメント間取引消去 △1,143,084 △2,471,936

連結財務諸表の資産合計 37,393,809 38,772,974

(単位：千円)

その他の項目

報告セグメント計 その他 調整額 連結財務諸表計上額

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

前連結
会計年度

当連結
会計年度

減価償却費 1,399,112 1,432,514 ― 4,663 ― ― 1,399,112 1,437,177

有形固定資産及び
無形固定資産の増加額

1,595,207 1,698,500 166,387 226,477 ― ― 1,761,594 1,924,977

(関連情報)

前連結会計年度(自  平成23年６月１日  至  平成24年５月31日)

日本 中国 その他 合計

8,329,526 916,006 40,681 9,286,215
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当連結会計年度(自  平成24年６月１日  至  平成25年５月31日) 

１  製品及びサービスごとの情報 

 単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、

記載を省略しております。 

  

２  地域ごとの情報 

(1) 売上高 

    セグメント情報に同様の情報を開示しているため、記載を省略しております。 

  

(2) 有形固定資産 

(単位：千円) 

 
  

３  主要な顧客ごとの情報 

 連結損益計算書の売上高の10％以上を占める特定の外部顧客への売上高がないため、記載を省略して

おります。 

  

(単位：千円) 

 
  

(単位：千円) 

 
  

 前連結会計年度(自  平成23年６月１日  至  平成24年５月31日) 

 該当事項はありません。 

  

 当連結会計年度(自  平成24年６月１日  至  平成25年５月31日) 

 該当事項はありません。 

  

 前連結会計年度(自  平成23年６月１日  至  平成24年５月31日) 

 該当事項はありません。 

  

 当連結会計年度(自  平成24年６月１日  至  平成25年５月31日) 

 該当事項はありません。 

  

  

日本 中国 その他 合計

7,745,684 1,461,106 251,366 9,458,158

(報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報)

 前連結会計年度(自  平成23年６月１日  至  平成24年５月31日)

日本 中国 その他 合計

減損損失 206,685 18,831 ― 225,516

 当連結会計年度(自  平成24年６月１日  至  平成25年５月31日)

日本 中国 その他 合計

減損損失 89,347 47,397 ― 136,744

(報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)

(報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)
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(注) １ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。 

２ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  
  

 
  

３ １株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。  
  

 
  

  

      

(１株当たり情報)

項目
前連結会計年度

(自  平成23年６月１日
至  平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年６月１日
至  平成25年５月31日)

１株当たり純資産額 978円76銭 1,095円23銭

１株当たり当期純利益金額 94円65銭 98円52銭

項目
前連結会計年度

(自  平成23年６月１日
至  平成24年５月31日)

当連結会計年度
(自  平成24年６月１日
至  平成25年５月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益(千円) 2,640,845 2,748,779

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益(千円) 2,640,845 2,748,779

普通株式の期中平均株式数(株) 27,899,928 27,899,928

項目
前連結会計年度末 当連結会計年度末

(平成24年５月31日) (平成25年５月31日)

純資産の部の合計額(千円) 27,307,545 30,556,894

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 27,307,545 30,556,894

普通株式の発行済株式数(株) 27,900,000 27,900,000

普通株式の自己株式数(株) 72 72

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数(株)

27,899,928 27,899,928

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
（１）貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成24年５月31日)

当事業年度
(平成25年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 7,784,633 6,846,232

売掛金 2,576,440 2,202,303

たな卸資産 5,338,466 6,331,194

前払費用 234,001 296,025

繰延税金資産 627,726 －

未収還付法人税等 51 975

短期貸付金 271,719 972,732

為替予約 － 737,632

その他 234,676 261,853

貸倒引当金 △2,318 △1,541

流動資産合計 17,065,397 17,647,407

固定資産

有形固定資産

建物 12,375,438 12,314,568

減価償却累計額 △6,958,510 △7,311,412

建物（純額） 5,416,928 5,003,155

構築物 455,295 454,974

減価償却累計額 △296,437 △319,305

構築物（純額） 158,858 135,668

機械及び装置 313,232 313,232

減価償却累計額 △209,021 △227,242

機械及び装置（純額） 104,211 85,989

車両運搬具 13,552 13,552

減価償却累計額 △6,056 △11,275

車両運搬具（純額） 7,495 2,276

工具、器具及び備品 1,723,045 1,783,590

減価償却累計額 △1,309,331 △1,437,489

工具、器具及び備品（純額） 413,713 346,100

土地 2,111,126 2,111,126

リース資産 141,000 141,000

減価償却累計額 △77,595 △97,738

リース資産（純額） 63,404 43,261

建設仮勘定 35,768 210

有形固定資産合計 8,311,506 7,727,790

無形固定資産

ソフトウエア 75,053 72,353

リース資産 105 －

その他 23,578 23,410

無形固定資産合計 98,737 95,763
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年５月31日)

当事業年度
(平成25年５月31日)

投資その他の資産

投資有価証券 21,411 27,579

関係会社株式 830,177 1,276,571

出資金 1,490 1,490

従業員に対する長期貸付金 173,835 222,574

破産更生債権等 22,859 18,345

長期前払費用 12,004 7,490

繰延税金資産 740,764 793,954

差入保証金 7,614,392 7,318,729

その他 2,124 511

貸倒引当金 △36,394 △31,152

投資その他の資産合計 9,382,665 9,636,094

固定資産合計 17,792,909 17,459,648

資産合計 34,858,306 35,107,056

負債の部

流動負債

支払手形 84,895 113,188

買掛金 579,120 724,751

1年内返済予定の長期借入金 740,800 660,000

リース債務 21,644 21,958

未払金 201,139 126,740

未払費用 2,065,006 1,969,665

未払法人税等 1,538,309 760,000

未払消費税等 179,041 61,356

繰延税金負債 － 161,405

預り金 25,586 24,913

前受収益 68 68

ポイント引当金 3,944 3,527

災害損失引当金 18,792 －

資産除去債務 12,107 9,416

為替予約 1,049,040 －

その他 66,168 65,433

流動負債合計 6,585,665 4,702,424

固定負債

長期借入金 660,000 －

リース債務 47,698 25,739

退職給付引当金 1,030,698 1,174,329

資産除去債務 753,633 759,607

その他 4,624 2,511

固定負債合計 2,496,653 1,962,187

負債合計 9,082,319 6,664,611
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(単位：千円)

前事業年度
(平成24年５月31日)

当事業年度
(平成25年５月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,566,800 3,566,800

資本剰余金

資本準備金 3,941,880 3,941,880

資本剰余金合計 3,941,880 3,941,880

利益剰余金

利益準備金 17,500 17,500

その他利益剰余金

別途積立金 16,200,000 17,700,000

繰越利益剰余金 2,701,022 3,065,398

利益剰余金合計 18,918,522 20,782,898

自己株式 △330 △330

株主資本合計 26,426,871 28,291,248

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 1,619 5,105

繰延ヘッジ損益 △652,503 146,091

評価・換算差額等合計 △650,884 151,196

純資産合計 25,775,987 28,442,445

負債純資産合計 34,858,306 35,107,056
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（２）損益計算書
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年６月１日
至 平成24年５月31日)

当事業年度
(自 平成24年６月１日
至 平成25年５月31日)

売上高 52,537,987 51,373,766

売上原価

商品期首たな卸高 5,392,196 5,297,973

当期商品仕入高 22,830,028 22,851,421

合計 28,222,224 28,149,394

商品期末たな卸高 5,297,973 6,016,930

売上原価合計 22,924,250 22,132,463

売上総利益 29,613,736 29,241,302

販売費及び一般管理費

給料及び手当 8,425,326 8,380,474

賞与 926,199 877,047

退職給付費用 186,517 203,632

賃借料 6,888,220 6,699,350

その他の販売費 2,438,088 2,413,666

貸倒引当金繰入額 876 －

貸倒損失 2,615 149

減価償却費 1,217,479 1,132,002

その他 5,334,216 5,435,296

販売費及び一般管理費合計 25,419,540 25,141,620

営業利益 4,194,196 4,099,681

営業外収益

受取利息 3,415 5,638

受取配当金 1,369 1,237

受取地代家賃 55,625 49,940

為替差益 － 20,203

受取補償金 18,858 9,608

デリバティブ評価益 20,816 502,758

受取ロイヤリティー 82,539 120,634

雑収入 37,796 28,432

貸倒引当金戻入額 － 5,709

営業外収益合計 220,422 744,164

営業外費用

支払利息 29,513 17,103

貸倒引当金繰入額 83 －

為替差損 34,057 －

貸倒損失 － 3,548

雑損失 9,836 23,469

営業外費用合計 73,490 44,121

経常利益 4,341,127 4,799,724
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年６月１日
至 平成24年５月31日)

当事業年度
(自 平成24年６月１日
至 平成25年５月31日)

特別利益

固定資産売却益 520 －

受取損害賠償金 － 64,126

特別利益合計 520 64,126

特別損失

固定資産除却損 97,868 157,266

減損損失 206,685 89,347

その他 40,993 29,153

特別損失合計 345,547 275,766

税引前当期純利益 3,996,100 4,588,084

法人税、住民税及び事業税 2,070,841 1,777,498

法人税等調整額 △64,446 248,711

法人税等合計 2,006,395 2,026,209

当期純利益 1,989,705 2,561,874
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（３）株主資本等変動計算書
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年６月１日
至 平成24年５月31日)

当事業年度
(自 平成24年６月１日
至 平成25年５月31日)

株主資本

資本金

当期首残高 3,566,800 3,566,800

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,566,800 3,566,800

資本剰余金

資本準備金

当期首残高 3,941,880 3,941,880

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,941,880 3,941,880

利益剰余金

利益準備金

当期首残高 17,500 17,500

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 17,500 17,500

その他利益剰余金

別途積立金

当期首残高 15,700,000 16,200,000

当期変動額

別途積立金の積立 500,000 1,500,000

当期変動額合計 500,000 1,500,000

当期末残高 16,200,000 17,700,000

繰越利益剰余金

当期首残高 1,629,815 2,701,022

当期変動額

剰余金の配当 △418,498 △697,498

別途積立金の積立 △500,000 △1,500,000

当期純利益 1,989,705 2,561,874

当期変動額合計 1,071,206 364,376

当期末残高 2,701,022 3,065,398

自己株式

当期首残高 △330 △330

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △330 △330

株主資本合計

当期首残高 24,855,665 26,426,871

当期変動額

剰余金の配当 △418,498 △697,498

別途積立金の積立 － －

当期純利益 1,989,705 2,561,874

当期変動額合計 1,571,206 1,864,376

当期末残高 26,426,871 28,291,248
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成23年６月１日
至 平成24年５月31日)

当事業年度
(自 平成24年６月１日
至 平成25年５月31日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

当期首残高 558 1,619

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,060 3,486

当期変動額合計 1,060 3,486

当期末残高 1,619 5,105

繰延ヘッジ損益

当期首残高 △1,107,375 △652,503

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 454,872 798,594

当期変動額合計 454,872 798,594

当期末残高 △652,503 146,091

評価・換算差額等合計

当期首残高 △1,106,816 △650,884

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 455,932 802,081

当期変動額合計 455,932 802,081

当期末残高 △650,884 151,196

純資産合計

当期首残高 23,748,848 25,775,987

当期変動額

剰余金の配当 △418,498 △697,498

当期純利益 1,989,705 2,561,874

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 455,932 802,081

当期変動額合計 2,027,138 2,666,457

当期末残高 25,775,987 28,442,445
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該当事項はありません。 

  

   (貸借対照表関係) 

前事業年度において、「流動資産」の「その他」に含めておりました「短期貸付金」は、金額的重要

性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしております。この表示方法の変更を反映させる

ため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。 

この結果、前事業年度の貸借対照表において、「流動資産」の「その他」に表示しておりました

506,395千円は、「短期貸付金」271,719千円、「その他」234,676千円として組替えております。 

  

販売実績 

当連結会計年度における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。 
  

 

 
  

①  当連結会計年度における「日本」セグメントの品目別販売実績は、次のとおりであります。 
  

 

 
  

②  当連結会計年度における「中国」セグメントの品目別販売実績は、次のとおりであります。 
  

 

 
  

該当事項はありません。 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）表示方法の変更

６．その他

（１）販売の状況

セグメントの名称 金額(千円) 前連結会計年度比(％) 構成比(％)

日本 51,373,766 97.8 83.0

中国 10,550,325 144.1 17.0

合計 61,924,091 103.4 100.0

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

品目 金額(千円) 前連結会計年度比(％) 構成比(％)

トップス 25,682,646 92.0 50.0

ボトムス 11,789,311 99.8 22.9

外衣 7,909,964 111.3 15.4

雑貨・その他（注）２ 5,991,842 104.8 11.7

合計 51,373,766 97.8 100.0

（注） １ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２ その他には、ＥＣ事業のポイント引当金繰入額が含まれております。

品目 金額(千円) 前連結会計年度比(％) 構成比(％)

トップス 5,092,931 132.7 48.3

ボトムス 2,646,812 170.6 25.1

外衣 2,433,427 140.9 23.0

雑貨 377,155 183.2 3.6

合計 10,550,325 144.1 100.0

（注）上記金額には、消費税等は含まれておりません。

（２）役員の異動
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