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1.  平成26年2月期第1四半期の連結業績（平成25年3月1日～平成25年5月31日） 

（注）平成25年2月期より、決算期を毎年3月20日から毎年2月末日に変更しております。これに伴い、平成26年2月期第1四半期（平成25年3月1日から平成25年5
月31日まで）と比較対象となる平成25年2月期第1四半期（平成24年3月21日から平成24年6月20日まで）の期間が異なるため、平成26年2月期第1四半期の対
前年同四半期増減率については記載しておりません。 

(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 ％

26年2月期第1四半期 2,959 ― 213 ― 215 ― 232 ―
25年2月期第1四半期 2,887 1.2 115 0.8 87 △17.5 95 262.3

（注）包括利益 26年2月期第1四半期 285百万円 （―％） 25年2月期第1四半期 42百万円 （93.2％）

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

26年2月期第1四半期 9.80 9.75
25年2月期第1四半期 3.75 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年2月期第1四半期 12,037 7,546 62.6
25年2月期 11,916 7,450 62.5
（参考） 自己資本   26年2月期第1四半期  7,537百万円 25年2月期  7,441百万円

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

25年2月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
26年2月期 ―
26年2月期（予想） 0.00 ― 2.00 2.00

3. 平成26年 2月期の連結業績予想（平成25年 3月 1日～平成26年 2月28日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

（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25年2月期は、決算期変更により11ヵ月8日間の変則決算となっておりますので、対前期、対前年同四半期増減率について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

第2四半期(累計) 5,500 ― △80 ― △95 ― △120 ― △5.05
通期 11,800 ― 240 ― 220 ― 160 ― 6.73



(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いては、添付資料P.2「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

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年2月期1Q 27,670,642 株 25年2月期 27,670,642 株
② 期末自己株式数 26年2月期1Q 4,395,026 株 25年2月期 2,895,961 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年2月期1Q 23,770,479 株 25年2月期1Q 25,323,936 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当社は前連結会計年度より決算期を３月20日から２月末日に変更しております。これに伴い、当第１四半期連結

累計期間（平成25年３月１日から平成25年５月31日まで）は、比較対象となる平成25年２月期第１四半期連結累計

期間（平成24年３月21日から平成24年６月20日まで）と期間が異なることから、業績の状況の比較は記載しており

ません。 

  

  当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済環境は、新政権下の金融緩和策をはじめとする各種景気対策への

期待感から円高是正・株価上昇が進み、輸出関連企業を中心に景況感は回復の兆しを見せてまいりましたが、依然

として欧州をはじめとする海外景気に対する不安感や、国内では電気料金の値上げや原材料価格の上昇などの懸念

材料から先行き不透明感が拭えない状況が続きました。  

  当社グループが属するアパレル業界におきましては、一部には景気回復への期待や資産効果を背景に、高額品消

費に持ち直しの傾向が見られる反面、雇用や所得環境は足踏み状態が続き、生活者目線での景気回復感浸透には程

遠い状況が続き、当社グループを取り巻く経営環境は引き続き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、当社グループは、平成27年２月期をターゲットとする中期経営計画「NL2015」の２年

目を迎え、卸売事業の収益性アップ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。 

  その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は29億59百万円となり、損益面におきましては、営業利

益は2億13百万円、経常利益は2億15百万円となりました。また、四半期純利益は、投資有価証券売却益30百万円な

どにより、2億32百万円となりました。 

  

  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＞ 

  昨年２月に導入した商品部・販売部一体のブランドグループ別事業部制組織による利益責任体制と在庫コントロ

ール責任の徹底の他、優良販路、お得意先への取り組み強化を図るなど、ブランド戦略と販売戦略の両面から市場

競争力強化に向けた施策に注力してまいりました。その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は23億

93百万円となり、営業利益は2億4百万円となりました。 

＜小売事業＞ 

  当第１四半期連結累計期間中に、当社の直営小売店１店と子会社の株式会社ベルラピカの直営小売店１店を出店

し、同期間末の運営店舗数は合計で38店となりました。  

  引き続きマーケットイン発想の商品品揃え、効果的な販売促進活動、接客技術の向上などの精度アップに努め、

既存顧客の満足度向上並びに新規顧客の獲得を通じて採算性・収益性向上に結び付く施策に取り組んでまいりまし

た。その結果、当第１四半期連結累計期間の業績は、売上高は5億66百万円となり、営業利益は13百万円となりま

した。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  当第１四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1億21百万円増加し、120億37百万

円となりました。これは主に、仕掛品の減少1億22百万円があった反面、商品及び製品の増加89百万円、現金及び

預金の増加58百万円があっ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て25百万円増加し、44億91百万円となりました。 

  また、純資産合計は、前連結会計年度末に比べて96百万円増加し、75億46百万円となりました。 

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成26年２月期の連結業績予想につきましては、平成25年４月12日に公表しました業績予想に変更はありませ

ん。 

   

（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 

  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



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年５月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,438,780 1,497,250

受取手形及び売掛金 1,497,450 1,546,370

商品及び製品 2,082,702 2,172,568

仕掛品 280,637 158,028

原材料及び貯蔵品 48,194 57,143

繰延税金資産 156,249 171,947

その他 148,464 152,650

貸倒引当金 △2,400 △2,460

流動資産合計 5,650,078 5,753,499

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,415,286 1,394,465

機械装置及び運搬具（純額） 27,558 28,296

土地 3,341,243 3,341,243

その他（純額） 97,221 94,148

有形固定資産合計 4,881,309 4,858,153

無形固定資産   

その他 22,167 21,801

無形固定資産合計 22,167 21,801

投資その他の資産   

投資有価証券 582,281 624,114

差入保証金 700,170 700,009

その他 161,987 162,016

貸倒引当金 △81,970 △81,971

投資その他の資産合計 1,362,469 1,404,170

固定資産合計 6,265,947 6,284,124

資産合計 11,916,025 12,037,624



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月28日) 

当第１四半期連結会計期間 
(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 871,380 769,497

1年内返済予定の長期借入金 474,784 526,284

1年内償還予定の社債 120,000 120,000

未払金 446,964 388,641

未払費用 47,617 32,498

未払法人税等 31,778 37,649

賞与引当金 － 67,845

返品調整引当金 93,700 97,800

ポイント引当金 20,137 20,762

その他 81,085 97,305

流動負債合計 2,187,447 2,158,284

固定負債   

社債 60,000 60,000

長期借入金 1,856,074 1,893,203

退職給付引当金 173,722 177,754

資産除去債務 64,648 66,056

その他 123,982 135,987

固定負債合計 2,278,427 2,333,001

負債合計 4,465,875 4,491,286

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,354,021 4,354,021

資本剰余金 2,021,434 2,021,391

利益剰余金 1,357,077 1,540,499

自己株式 △397,351 △536,685

株主資本合計 7,335,181 7,379,227

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 105,124 154,770

繰延ヘッジ損益 1,264 3,760

その他の包括利益累計額合計 106,389 158,531

新株予約権 8,580 8,580

純資産合計 7,450,150 7,546,338

負債純資産合計 11,916,025 12,037,624



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

売上高 2,887,283 2,959,980

売上原価 1,582,822 1,518,318

売上総利益 1,304,461 1,441,662

販売費及び一般管理費 1,188,846 1,228,299

営業利益 115,615 213,362

営業外収益   

受取利息 189 195

受取配当金 1,654 1,316

為替差益 － 11,102

その他 7,429 5,385

営業外収益合計 9,272 17,999

営業外費用   

支払利息 19,144 10,990

為替差損 16,901 －

その他 1,827 4,829

営業外費用合計 37,873 15,819

経常利益 87,014 215,542

特別利益   

投資有価証券売却益 912 30,695

特別利益合計 912 30,695

特別損失   

固定資産除売却損 1,045 67

事業所閉鎖損失 0 1,457

特別損失合計 1,045 1,524

税金等調整前四半期純利益 86,881 244,712

法人税、住民税及び事業税 5,280 28,606

法人税等調整額 △13,487 △16,865

法人税等合計 △8,207 11,741

少数株主損益調整前四半期純利益 95,088 232,971

四半期純利益 95,088 232,971



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年３月21日 
 至 平成24年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年３月１日 
 至 平成25年５月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 95,088 232,971

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △50,444 49,646

繰延ヘッジ損益 △1,971 2,496

その他の包括利益合計 △52,416 52,142

四半期包括利益 42,672 285,113

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 42,672 285,113

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25年４月16日開催の取締役会決議に基づき、自己株式の取得を行いました。この取得などにより、

自己株式は当第１四半期連結会計期間において139,334千円増加し、当第１四半期連結会計期間末において536,685

千円となっております。 

   

（セグメント情報）   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年３月21日 至 平成24年６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１四半期連結累計期間（自 平成25年３月１日 至 平成25年５月31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」にかかる金額であります。  

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。 

  

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 

  

（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

（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  2,347,697  539,585  2,887,283 － －  2,887,283

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ － － － － － 

計  2,347,697  539,585  2,887,283 － －  2,887,283

セグメント利益  106,564  9,050  115,615 － －  115,615

  
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  2,393,200  566,457  2,959,657  322 －  2,959,980

セグメント間の内部売上高 

又は振替高 
－ － － － － － 

計  2,393,200  566,457  2,959,657  322 －  2,959,980

セグメント利益又は損失（△）  204,335  13,553  217,888  △4,526 －  213,362



（当社の取締役、監査役及び執行役員に対する株式報酬型ストックオプション割当て）  

  当社は、平成25年６月５日開催の取締役会において、取締役、監査役及び執行役員に対するストックオプショ

ンとして発行する新株予約権の募集事項を決定し、当該新株予約権を引き受ける者の募集をすること等を決議

し、平成25年６月21日に発行いたしました。  

  （注）１ 各新株予約権の目的である株式の数（以下、「付与株式数」という。）は1,000株とする。 

２ 平成25年６月21日（以下、「割当日」という。）後、当社が当社普通株式の株式分割（当社普通株式の無償

割当てを含む。以下、株式分割の記載につき同じ。）又は株式併合を行う場合には、次の算式により付与株

式数の調整を行い、調整の結果生じる１株未満の端数は、これを切り捨てる。 

 調整後付与株式数＝調整前付与株式数×株式分割又は株式併合の比率 

また、割当日後、当社が合併又は会社分割を行う場合その他これらの場合に準じて付与株式数の調整を必要

とする場合には、当社は合理的な範囲で付与株式数を適切に調整することができる。 

３ (1) 新株予約権者は、行使可能な期間内において、当社及び当社子会社の取締役、監査役及び執行役員のい

ずれの地位をも喪失した日の翌日（以下、「権利行使開始日」という。）以降、新株予約権を行使する

ことができる。ただし、この場合、権利行使開始日から５年を経過する日までの間に限る。 

(2) 上記(1)にかかわらず、新株予約権者は、行使可能な期間内において、以下の①又は②に定める場合

（ただし、②については、組織再編における再編対象会社の新株予約権の交付の内容に関する決定方針

に従って新株予約権者に再編対象会社の新株予約権が交付される旨が合併契約、株式交換契約若しくは

株式移転計画において定められている場合を除く。）には、それぞれに定める期間内に限り新株予約権

を行使できる。 

 ①新株予約権者が平成54年６月21日に至るまでに権利行使開始日を迎えなかった場合 

平成54年６月22日から平成55年６月21日 

②当社が消滅会社となる合併契約承認の議案又は当社が完全子会社となる株式交換契約若しくは株式移

転計画承認の議案につき株主総会で承認された場合（株主総会決議が不要な場合は、取締役会決議が

なされた場合） 

当該承認日の翌日から15日間 

(3) 上記(1)及び(2)①は、新株予約権を相続により承継した者については適用しない。 

(4) 新株予約権者が新株予約権を放棄した場合には、当該新株予約権を行使することができない。  

  

（６）重要な後発事象

新株予約権の数（個） 101 （注）１ 

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 

新株予約権の目的となる株式の数（株）  101,000 （注）２ 

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり１円 

新株予約権の行使期間 平成25年６月22日～平成55年６月21日  

新株予約権の行使により株式を発行する

場合における増加する資本金及び資本準

備金に関する事項 

(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金

の額は、会社計算規則第17条第１項に従い算出される資本金等増加限

度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、こ

れを切り上げる。 

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準

備金の額は、上記(1)記載の資本金等増加限度額から上記(1)に定める

増加する資本金の額を減じた額とする。  

新株予約権の行使の条件 （注）３ 

新株予約権の譲渡に関する事項 
譲渡による新株予約権の取得については、当社取締役会の決議による承認

を要する。 


	余白埋め3: 
	余白埋め4: 
	余白埋め5: 
	余白埋め6: 
	余白埋め7: 
	余白埋め8: 
	余白埋め9: 
	余白埋め10: 
	ヘッダー１3: 株式会社ラピーヌ（8143）平成26年2月期第1四半期決算短信
	ヘッダー１4: 株式会社ラピーヌ（8143）平成26年2月期第1四半期決算短信
	ヘッダー１5: 株式会社ラピーヌ（8143）平成26年2月期第1四半期決算短信
	ヘッダー１6: 株式会社ラピーヌ（8143）平成26年2月期第1四半期決算短信
	ヘッダー１7: 株式会社ラピーヌ（8143）平成26年2月期第1四半期決算短信
	ヘッダー１8: 株式会社ラピーヌ（8143）平成26年2月期第1四半期決算短信
	ヘッダー１9: 株式会社ラピーヌ（8143）平成26年2月期第1四半期決算短信
	ヘッダー１10: 株式会社ラピーヌ（8143）平成26年2月期第1四半期決算短信
	フッター3: - 1 -
	フッター4: - 2 -
	フッター5: - 3 -
	フッター6: - 4 -
	フッター7: - 5 -
	フッター8: - 6 -
	フッター9: - 7 -
	フッター10: - 8 -


