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1.  平成26年3月期第1四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年6月30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 ％

26年3月期第1四半期 12,622 △1.8 33 △73.6 99 △49.5 12 △84.4
25年3月期第1四半期 12,856 1.4 125 △38.9 197 △28.9 77 △31.3

（注）包括利益 26年3月期第1四半期 △18百万円 （―％） 25年3月期第1四半期 40百万円 （△64.8％）

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 0.75 0.74
25年3月期第1四半期 4.77 ―

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 55,800 32,987 59.1
25年3月期 57,372 33,255 57.9
（参考） 自己資本   26年3月期第1四半期  32,969百万円 25年3月期  33,239百万円

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3月期 ― 0.00 ― 15.50 15.50
26年3月期 ―
26年3月期（予想） 0.00 ― 15.50 15.50

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3月31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   

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) 23,000 7.4 10 ― 70 ― △180 ― △11.11
通期 57,500 9.8 3,800 34.2 4,000 27.9 1,100 △40.6 67.89



(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、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

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   ：  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3月期1Q 16,485,078 株 25年3月期 16,485,078 株
② 期末自己株式数 26年3月期1Q 299,820 株 25年3月期 299,820 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期1Q 16,185,258 株 25年3月期1Q 16,245,330 株
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や金融政策への期待感から、円安が進行

し、株価が上昇するなど景気回復への明るい兆しが見られたものの、デフレ傾向からの脱却までには至っておら

ず、先ゆき不透明な状況が続いてまいりました。 

 特に衣料品小売業界におきましては、個人消費に僅かながら回復の兆しが見えてきたものの、本格的な消費マイ

ンド回復までには至っておらず、厳しい環境下で推移しました。 

 このような環境の下、当社グループは「軽量ツーパンツスーツ」や「超軽量サマージャケット」、当社のベスト

セラー商品である「ⅰシャツ」など、夏を快適に過ごせる高機能性商品を提供してまいりました。加えて、「ヱヴ

ァンゲリヲン」とのコラボ商品第２弾として、男性用「シャツ」「ネクタイ」「カフス」「タイバー」「チーフ」

と女性用「ブラウス」「スカーフ」を発売、秋葉原では期間限定ショップをオープンいたしました。 

 店舗施策では、既存店の競争力強化のために、既存店舗の移転・建替・改装を積極的に実施するとともに、大き

いサイズの店フォーエルを中心に新規出店した一方で、不採算店舗の閉鎖を実施しました結果、当第１四半期連結

会計期間末の総店舗数は384店舗となりました。 

 なお当社グループは衣料品販売事業以外に、100円ショップ事業、広告代理業等を営んでおりますが、重要性が

乏しいため記載を省略しております。 

 これらの結果、当第１四半期連結累計期間におきましては、売上高126億２千２百万円（前年同四半期比1.8％

減）と微減いたしましたが、売上総利益率は58.0％（前年同四半期は56.3％）と大幅に改善いたしました。一方

で、既存店舗の移転・建替・改装などに係る販売費及び一般管理費が増加したこともあり、営業利益３千３百万円

（前年同四半期比73.6％減）、経常利益９千９百万円（前年同四半期比49.5％減）、四半期純利益１千２百万円

（前年同四半期比84.4％減）となりました。 

（２）財政状態に関する説明 

 当第１四半期連結会計期間末の資産につきましては、主に現金及び預金が15億３千４百万円減少したこと等の理

由により、流動資産が23億４百万円減少いたしました。一方で、新規出店等により固定資産が７億３千１百万円増

加したことなどにより、総資産は前期末に比べ15億７千２百万円減少し、558億円となりました。 

 負債につきましては、未払法人税等が８億８千２百万円減少したこと、借入金の返済により長期借入金が３億３

千６百万円減少したこと等の理由により、前期末に比べて13億５百万円減少し、228億１千２百万円となりまし

た。 

 純資産につきましては、１千２百万円の第１四半期純利益を計上した一方で、２億５千万円の期末配当を実施

し、利益剰余金が２億３千８百万円減少したこと等の理由により329億８千７百万円となりました。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 連結業績予想につきましては、現時点におきまして平成25年５月14日に発表しました第２四半期連結累計期間及

び通期の連結業績予想に変更はありません。 

 なお、当社グループにおいては、事業の性質上、下半期（10月～３月）の売上高、利益が上半期（４月～９月）

に比べて大きいという季節的な要因があります。 

（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 

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
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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25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,659,069 6,124,461

受取手形及び売掛金 66,073 88,848

有価証券 6,001 3,000

商品 11,456,193 11,487,468

貯蔵品 55,850 55,176

その他 4,790,231 3,969,277

貸倒引当金 △2,165 △1,342

流動資産合計 24,031,255 21,726,890

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,106,225 6,847,320

土地 12,183,704 12,183,704

その他（純額） 1,858,754 1,990,545

有形固定資産合計 20,148,684 21,021,570

無形固定資産   

のれん 7,875 1,968

その他 702,720 646,553

無形固定資産合計 710,595 648,522

投資その他の資産   

差入保証金 6,782,457 6,751,690

その他 5,728,304 5,680,131

貸倒引当金 △28,880 △28,759

投資その他の資産合計 12,481,882 12,403,062

固定資産合計 33,341,162 34,073,155

資産合計 57,372,417 55,800,046

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,992,297 7,086,080

1年内返済予定の長期借入金 1,395,032 1,376,616

未払法人税等 942,892 60,511

ポイント引当金 688,645 692,001

賞与引当金 11,000 36,400

店舗閉鎖損失引当金 210,701 210,701

資産除去債務 45,517 31,627

その他 4,431,057 4,123,581

流動負債合計 14,717,144 13,617,519

固定負債   

長期借入金 4,789,536 4,453,064

退職給付引当金 1,891,099 1,924,831

店舗閉鎖損失引当金 72,800 72,800

資産除去債務 918,149 938,720

その他 1,728,678 1,805,238

固定負債合計 9,400,263 9,194,654

負債合計 24,117,408 22,812,174
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,991,368 3,991,368

資本剰余金 3,864,978 3,864,978

利益剰余金 25,567,905 25,329,104

自己株式 △325,024 △325,024

株主資本合計 33,099,226 32,860,426

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 137,379 110,034

繰延ヘッジ損益 2,493 △1,136

その他の包括利益累計額合計 139,872 108,898

新株予約権 15,910 18,547

純資産合計 33,255,009 32,987,872

負債純資産合計 57,372,417 55,800,046
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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４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 12,856,113 12,622,052

売上原価 5,614,391 5,302,412

売上総利益 7,241,722 7,319,640

販売費及び一般管理費 7,116,342 7,286,497

営業利益 125,379 33,142

営業外収益   

受取利息 7,654 7,865

受取配当金 2,499 2,520

受取地代家賃 71,886 86,482

その他 30,841 24,788

営業外収益合計 112,881 121,657

営業外費用   

支払利息 13,974 20,780

賃貸費用 23,750 31,993

その他 3,256 2,410

営業外費用合計 40,982 55,184

経常利益 197,278 99,615

特別損失   

固定資産除売却損 34,405 37,898

減損損失 3,253 －

特別損失合計 37,659 37,898

税金等調整前四半期純利益 159,619 61,716

法人税、住民税及び事業税 55,489 42,542

法人税等調整額 26,622 7,103

法人税等合計 82,112 49,645

少数株主損益調整前四半期純利益 77,507 12,071

四半期純利益 77,507 12,071
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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４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 77,507 12,071

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △34,062 △27,344

繰延ヘッジ損益 △2,905 △3,629

その他の包括利益合計 △36,968 △30,974

四半期包括利益 40,539 △18,902

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 40,539 △18,902

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。 

（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）
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