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平成26年3月期の配当予想額については、今後の業績や財政状態等をさらに見極める必要があり、現時点では未定で

す。今後配当の予想額の開示が可能となった時点で速やかに開示いたします。 

  

 

 
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
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(百万円未満切捨て)

１．平成26年3月期第１四半期の連結業績（平成25年3月21日～平成25年6月20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 ％

26年3月期第１四半期 4,804 △2.7 128 △3.4 97 △23.4 88 △29.3

25年3月期第１四半期 4,935 △12.6 132 ― 127 ― 125 △13.9

(注) 包括利益 26年3月期第１四半期 92百万円(△14.7％) 25年3月期第１四半期 108百万円(△21.9％)

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3月期第１四半期 5 .38 ―

25年3月期第１四半期 7 .61 ―

（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 ％

26年3月期第１四半期 13,176 2,729 20.7

25年3月期 12,957 2,636 20.3

(参考) 自己資本 26年3月期第１四半期 2,729百万円 25年3月期 2,636百万円

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

25年3月期 ― 0 .00 ― 0 .00 0 .00

26年3月期 ―

３．平成26年3月期の連結業績予想（平成25年3月21日～平成26年3月20日）
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 8,700 0.0 30 △49.5 △15 ― △19 ― △1 .15

通期 17,770 0.0 130 4.4 30 27.7 20 18.5 1 .21



  

 

 

 
  

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、この四半期決

算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続が実施中です。 

  

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、当社としてその実現を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、添付資料2ページ「連結業績予想など

の将来予測情報に関する説明」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) 26年3月期１Ｑ 18,399,340株 25年3月期 18,399,340株

② 期末自己株式数 26年3月期１Ｑ 1,925,967株 25年3月期 1,925,816株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期１Ｑ 16,473,373株 25年3月期１Ｑ 16,474,143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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新政権による経済政策への期待感から円高是正、

株価上昇が進み、輸出型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、依然として欧州債

務危機問題や中国経済の減速懸念などの不安要素もあり、先行きは予断を許さない状況が続いていま

す。 

 当社グループの属する衣服・身の回り品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、高級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、当社グ

ループが取り巻く環境は引き続き厳しいものと認識しています。 

 このような環境の中で、当社グループは、「黒字安定化」を実現すべく中期３カ年経営計画の２年目

として、「価値主義への企業変革」を基本方針として①収益力拡大 ②コスト変革 ③グループシナジ

ー創出のテーマを主軸に施策を推し進めております。 

 当四半期の売上高は前年同期実績を下回りましたが、当社の主軸である前売卸事業の婦人アウター部

門におきましては、前年同期を上回る売上実績を確保いたしました。また前期より引き続いて商品仕入

れ精度向上による全社粗利益率の改善や販売管理コスト削減による経営効率の改善に努めました。 

以上の結果、当社グループ全体の当第１四半期連結累計期間の売上高は48億4百万円（前年同四半期

比2.7％減）、営業利益は1億28百万円（同3.4％減）、経常利益は97百万円（同23.4％減）、四半期純

利益は88百万円（同29.3％減）となりました。 

セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

（卸売事業） 

当社並びに株式会社グローバルルートを合算した当第１四半期連結累計期間の卸売事業における売上

高は47億52百万円(同2.6％減）、営業利益は1億33百万円(同4.5％減)となりました。  

（小売事業） 

関東地区で小売業を営む株式会社サンマールの当第１四半期連結累計期間における売上高は52百万円

(同7.9％減)、営業損失は4百万円(前年同四半期は営業損失6百万円)となりました。 

  

当第１四半期連結会計期間の総資産は131億76百万円となり、前連結会計年度末に比べて2億19百万円

増加いたしました。これは主として受取手形及び売掛金が3億66百万円、商品が1億75百万円増加する一

方で、現金及び預金が2億83百万円減少したことによるものであります。 

 負債合計は104億47百万円となり、前連結会計年度末に比べて1億26百万円増加いたしました。これは

主として短期借入金が2億41百万円、買掛金が1億40百万円増加する一方で、長期借入金が2億33百万円

減少したことによるものであります。 

 純資産は27億29百万円となり、前連結会計年度末に比べて92百万円増加いたしました。これは主とし

て利益剰余金が88百万円増加したことなどによります。 

  

今後の業績予想につきましては、平成25年５月２日に発表いたしました数値に変更はありません。な

お、開示が必要となりました場合は、速やかにお知らせいたします。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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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。 

  

  

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：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,020,702 736,920

受取手形及び売掛金 1,404,528 1,771,317

商品 773,614 949,225

その他 50,193 51,948

流動資産合計 3,249,039 3,509,411

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,423,632 2,387,218

機械装置及び運搬具（純額） 22,888 28,402

工具、器具及び備品（純額） 86,607 83,934

土地 6,340,178 6,340,178

リース資産（純額） 61,572 55,188

有形固定資産合計 8,934,879 8,894,922

無形固定資産   

のれん 115,422 109,643

その他 117,795 110,723

無形固定資産合計 233,218 220,367

投資その他の資産   

投資有価証券 191,483 204,641

差入保証金 318,469 318,404

その他 30,188 28,927

投資その他の資産合計 540,141 551,973

固定資産合計 9,708,238 9,667,263

資産合計 12,957,277 13,176,675
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年３月20日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 582,533 723,471

短期借入金 4,096,326 4,337,897

1年内返済予定の長期借入金 1,120,284 1,111,924

1年内償還予定の社債 314,000 314,000

未払法人税等 6,711 12,230

未払費用 241,985 263,952

その他 186,391 157,695

流動負債合計 6,548,232 6,921,172

固定負債   

社債 816,000 816,000

長期借入金 1,960,437 1,727,226

退職給付引当金 730,083 730,368

役員退職慰労引当金 38,677 39,075

資産除去債務 15,061 15,118

その他 212,446 198,569

固定負債合計 3,772,706 3,526,358

負債合計 10,320,939 10,447,530

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,861,940 1,861,940

資本剰余金 1,160,081 1,160,081

利益剰余金 △113,710 △25,142

自己株式 △364,210 △364,233

株主資本合計 2,544,100 2,632,645

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 88,600 96,819

繰延ヘッジ損益 3,636 △319

その他の包括利益累計額合計 92,237 96,499

純資産合計 2,636,338 2,729,144

負債純資産合計 12,957,277 13,176,675
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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21日 
 至 平成25年６月20日) 

売上高 4,935,526 4,804,314

売上原価 3,826,109 3,719,920

売上総利益 1,109,416 1,084,394

販売費及び一般管理費 976,870 956,302

営業利益 132,546 128,091

営業外収益   

受取利息 8 8

受取配当金 1,672 1,591

受取賃貸料 3,559 3,423

金利スワップ解約損戻入額 20,129 －

その他 11,185 3,137

営業外収益合計 36,555 8,161

営業外費用   

支払利息 35,271 35,332

支払手数料 2,044 －

その他 4,660 3,576

営業外費用合計 41,976 38,908

経常利益 127,125 97,344

特別利益   

投資有価証券売却益 42 －

特別利益合計 42 －

特別損失   

固定資産除却損 358 －

特別損失合計 358 －

税金等調整前四半期純利益 126,809 97,344

法人税、住民税及び事業税 1,671 8,814

法人税等調整額 △186 △36

法人税等合計 1,485 8,777

少数株主損益調整前四半期純利益 125,324 88,567

少数株主利益 － －

四半期純利益 125,324 88,567
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 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21日 
 至 平成25年６月20日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 125,324 88,567

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △9,594 8,218

繰延ヘッジ損益 △6,936 △3,956

その他の包括利益合計 △16,530 4,261

四半期包括利益 108,794 92,829

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 108,794 92,829

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

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又は損失の金額に関する情報 

 
(注) 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調整を行っております。 

  

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 

(固定資産に係る重要な減損損失) 

該当事項はありません。 

  

(のれんの金額の重要な変動) 

該当事項はありません。 

  

(重要な負ののれん発生益) 

該当事項はありません。 

  

（３）四半期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)

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

(セグメント情報等)

(単位：千円)

報告セグメント
合計 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

売上高

  外部顧客への売上高 4,878,883 56,642 4,935,526 ― 4,935,526

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

27 ― 27 △27 ―

計 4,878,911 56,642 4,935,553 △27 4,935,526

セグメント利益 
又は損失(△)

139,431 △6,873 132,557 △11 132,546
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間(自 平成25年３月21日 至 平成25年６月20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 

 
(注) 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調整を行っております。 

  

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 

(固定資産に係る重要な減損損失) 

該当事項はありません。 

  

(のれんの金額の重要な変動) 

該当事項はありません。 

  

(重要な負ののれん発生益) 

該当事項はありません。 

  

  

  

  

  

  

(単位：千円)

報告セグメント
合計 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

売上高

  外部顧客への売上高 4,752,130 52,183 4,804,314 ― 4,804,314

  セグメント間の内部 
 売上高又は振替高

455 140 595 △595 ―

計 4,752,586 52,324 4,804,910 △595 4,804,314

セグメント利益 
又は損失(△)

133,114 △4,984 128,130 △38 128,091
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