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

26年3月期第3四半期 7,924 △3.5 43 △32.6 60 △27.5 19 △77.8
25年3月期第3四半期 8,211 28.0 64 45.9 83 26.5 88 66.5

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 40百万円 （△55.9％） 25年3月期第3四半期 91百万円 （67.5％）

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3四半期 0.43 ―
25年3月期第3四半期 1.93 ―

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

26年3月期第3四半期 6,838 3,139 45.9 68.41
25年3月期 6,540 3,191 48.8 69.53
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 3,139百万円 25年3月期 3,191百万円

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 ― 2.00 2.00
26年3月期 ― ― ―
26年3月期（予想） 2.00 2.00

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、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 11,000 △0.8 85 △0.3 95 △21.1 50 △52.9 1.09
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(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きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、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きは終了しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述などについてのご注意） 
 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．３「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
②①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3Q 49,280,697 株 25年3月期 49,280,697 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 3,388,314 株 25年3月期 3,383,493 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 45,895,052 株 25年3月期3Q 45,899,073 株
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（１）経営成績に関する説明 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府・日銀による財政出動と金融緩和により円安株高が進行

し、企業収益や個人消費が改善されるなど緩やかな回復基調となりました。 

  当衣料業界におきましては、消費マインドの好転から市場の回復が見られましたが、天候不順の影響や消費税率

引上げの決定から、消費の落込みが見られるなど厳しい状況となりました。 

 このような事業環境のもと、当社グループの当第３四半期連結累計期間は、当社連結子会社であったタケオニシ

ダ・ジャパン株式会社を４月に吸収合併し、管理コスト削減と資金管理の効率化を進めるとともに、『タケオニシ

ダ』の次世代を顧客とする新ブランド『ＬＡＤＹ ＮＩＳＨＩＤＡ』を立上げ、８月には銀座にブランドショップ

を出店しブランドビジネスの強化を図っております。また、10月には株式会社西田武生デザイン事務所を子会社化

し『タケオニシダ』ブランドの企画デザイン機能の充実を図り、ライセンスビジネスの拡大に努めております。 

 これらの結果、売上高79億24百万円（前年同四半期比3.5％減）、営業利益は43百万円（前年同四半期比32.6％

減）、経常利益は60百万円（前年同四半期比27.5％減）、四半期純利益は19百万円（前年同四半期比77.8％減）と

なりました。 

 セグメント状況は、以下のとおりであります。 

 なお、平成25年４月１日付のグループ内の組織再編に伴い、セグメントの管理区分を見直したことにより、記載

する事業セグメント区分の変更を行っております。前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後の

セグメント区分に組替えた数値で比較しております。 

 和装事業は、新設店舗の売上が伸張する一方で既存での店頭販売不振が続き、売上高、営業利益ともに減少いた

しました。この結果、売上高は11億81百万円（前年同四半期比6.9％減）、営業利益は18百万円（同56.7％減）と

なりました。  

 寝装事業は、取扱商品の絞込みによる利益率の改善とコスト削減は進みましたが、ギフト部門の主力商品の切替

えによる一時的な販売の落込みにより売上高、営業利益ともに減少いたしました。この結果、売上高は6億17百万

円（前年同四半期比18.5％減）、営業利益は28百万円（同1.1％減）となりました。 

 洋装事業は、新ブランドの立上げ、カタログ通販等による販路拡大を図っておりますが、百貨店及び大手量販店

の販売が伸びず売上高、営業利益ともに減少いたしました。この結果、売上高は24億49百万円（前年同四半期比

6.2％減）、営業利益は74百万円（同20.8％減）となりました。 

 宝飾・バック事業は、新規催事の取組が順調に推移しましたが、前半の主力取引先の不調が響き売上高、営業利

益ともに減少幅を縮小するにとどまりました。この結果、売上高は95百万円（前年同四半期比3.9％減）、営業利

益は7百万円（同16.6％減）となりました。 

 意匠撚糸事業は、国内の大手糸商、アパレルメーカーへの販売が堅調に推移し、中国市場への販売も大幅な回復

をいたしました。この結果、売上高は10億43百万円（前年同四半期比14.3％増）、営業利益は41百万円（同44.9％

増）となりました。 

 和装小売事業は、店頭販売の強化が功を奏し、夏以降の催事販売が順調に推移いたしました。この結果、売上高

は25億36百万円（前年同四半期比1.1％減）、営業利益は53百万円（同90.8％増）となりました。  

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産は49億93百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億10百万円増

加いたしました。これは主に、受取手形及び売掛金が２億60百万円減少し、商品及び製品が１億64百万円及び短期

貸付金が93百万円増加したことによるものであります。固定資産は18億45百万円となり、前連結会計年度末に比べ

１億87百万円増加いたしました。これは主に、長期貸付金が56百万円、のれんが40百万円減少し、有形固定資産が

２億66百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、総資産は68億38百万円となり前連結会計年度末に比べ２億98百万円増加いたしました。 

（負債）   

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は34億３百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億67百万円増

加いたしました。これは主に、未払法人税等が40百万円減少し、支払手形及び買掛金が１億55百万円及び１年内返

済予定の長期借入金が47百万円増加したことによるものであります。固定負債は２億96百万円となり前連結会計年

度末に比べ１億82百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金が１億73百万円増加したことによるものであ

ります。 

 この結果、負債合計は36億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ３億50百万円増加いたしました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（純資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は31億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ51百万円減少

いたしました。これは主に、その他有価証券評価差額金が13百万円増加し、四半期純利益19百万円及び剰余金の配

当91百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は45.9％（前連結会計年度末は48.8％）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 

  平成26年３月期通期の連結業績予想につきましては、当社グループを取り巻く環境を踏まえ、平成25年５月15日

の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました通期の連結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。   

   

   

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 869,790 919,848

受取手形及び売掛金 2,136,702 1,875,727

商品及び製品 1,704,004 1,868,510

仕掛品 17,595 23,772

原材料及び貯蔵品 51,011 79,458

短期貸付金 65,764 159,254

前払費用 46,957 52,159

未収入金 20,597 24,987

預け金 9,586 6,255

その他 23,736 33,943

貸倒引当金 △63,600 △50,899

流動資産合計 4,882,146 4,993,019

固定資産   

有形固定資産 348,141 614,994

無形固定資産   

のれん 342,168 301,971

その他 47,993 43,665

無形固定資産合計 390,161 345,637

投資その他の資産   

投資有価証券 102,054 126,499

長期貸付金 253,238 196,306

破産更生債権等 118,083 125,527

長期前払費用 40,546 10,656

敷金及び保証金 365,354 366,485

その他 184,413 189,328

貸倒引当金 △143,488 △129,530

投資その他の資産合計 920,202 885,273

固定資産合計 1,658,505 1,845,904

資産合計 6,540,652 6,838,923
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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３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,320,921 2,476,494

短期借入金 180,000 147,000

1年内返済予定の長期借入金 15,360 63,120

未払法人税等 57,791 17,070

未払消費税等 38,013 48,435

賞与引当金 13,600 7,421

返品調整引当金 15,139 10,638

その他 595,124 633,150

流動負債合計 3,235,950 3,403,330

固定負債   

長期借入金 16,480 189,547

長期未払金 46,973 43,660

繰延税金負債 9,021 18,067

資産除去債務 24,100 28,953

その他 17,021 16,000

固定負債合計 113,597 296,229

負債合計 3,349,547 3,699,559

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,975,070 1,975,070

資本剰余金 273,652 273,652

利益剰余金 1,104,502 1,032,373

自己株式 △188,332 △188,609

株主資本合計 3,164,892 3,092,486

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 22,868 36,833

為替換算調整勘定 3,343 10,043

その他の包括利益累計額合計 26,211 46,877

純資産合計 3,191,104 3,139,363

負債純資産合計 6,540,652 6,838,923
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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24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 

 至 平成25年12月31日) 

売上高 8,211,901 7,924,460

売上原価 4,798,590 4,637,440

売上総利益 3,413,311 3,287,019

販売費及び一般管理費 3,348,583 3,243,394

営業利益 64,728 43,625

営業外収益   

受取利息 6,254 7,436

受取配当金 2,675 2,318

受取賃貸料 7,490 7,747

為替差益 3,956 7,119

その他 10,348 7,878

営業外収益合計 30,725 32,500

営業外費用   

支払利息 3,732 5,578

手形売却損 1,354 1,183

賃貸費用 3,947 5,402

その他 3,010 3,506

営業外費用合計 12,044 15,671

経常利益 83,409 60,454

特別利益   

貸倒引当金戻入額 61,105 －

固定資産売却益 135 －

その他 209 770

特別利益合計 61,450 770

特別損失   

固定資産売却損 1,547 －

有形固定資産除却損 1,147 425

店舗閉鎖損失 5,381 502

減損損失 183 1,373

貯蔵品売却損 9,003 －

その他 3,791 5,120

特別損失合計 21,053 7,421

税金等調整前四半期純利益 123,805 53,803

法人税、住民税及び事業税 35,212 34,138

法人税等合計 35,212 34,138

少数株主損益調整前四半期純利益 88,593 19,665

四半期純利益 88,593 19,665
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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24年４月１日 

 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 88,593 19,665

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 2,759 13,965

為替換算調整勘定 27 6,700

その他の包括利益合計 2,786 20,665

四半期包括利益 91,379 40,331

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 91,379 40,331
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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） 

  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）１．「その他」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、人材派遣事業を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、のれん償却額 千円、

各報告セグメントに配分していない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメン

トに帰属しない一般管理部門経費であります。 

３．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。  

   

（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）

  

  

報告セグメント 

その他

(注)１

（千円）

合計 
（千円） 

調整額 
(注)２ 
（千円） 

四半期連結

損益計算書

計上額 
(注)３ 
（千円） 

和装事業 
（千円） 

寝装事業 
（千円） 

洋装事業 
(千円）  

宝飾・バ

ッグ事業

（千円）

意匠撚糸

事業 
（千円）

和装小売

事業 
（千円）

計

（千円）

 売上高                       

(1）外部顧客に対

する売上高 
 1,268,644  757,405  2,610,181 99,561 912,441 2,563,667 8,211,901  －  8,211,901  － 8,211,901

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 71,304  －  －  －  －  －  71,304 1,890  73,194  △73,194  －

計  1,339,948  757,405  2,610,181 99,561 912,441 2,563,667 8,283,206 1,890  8,285,096  △73,194 8,211,901

セグメント利益   42,238  28,464  94,348 9,469 28,775 28,049 231,345 847  232,193  △167,464 64,728

△167,464 △2,178 22,738

146,905
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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）１．「その他」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、人材派遣事業及びブランドデザイン

企画業を含んでおります。  

２．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、のれん償却額 千円、

各報告セグメントに配分していない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメン

トに帰属しない一般管理部門経費であります。 

３．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 

 （固定資産に係る重要な減損損失） 

 和装小売事業において、営業活動から生じる損益が継続してマイナスである和装小売店舗３店を対象に減損損失を

計上しております。なお、当該減損損失の計上額は当第３四半期連結累計期間においては1,373千円であります。 

（のれんの金額の重要な変更）  

 「その他」セグメントにおいて、株式会社西田武生デザイン事務所の株式を平成25年10月１日付で取得し、同社を

連結子会社としました。なお、当該事象によるのれんの増加額は当第３四半期累計期間においては41,675千円であり

ます。  

  

  ３．報告セグメントの変更等に関する事項 

 第１四半期連結会計期間より、グループ内での事業再編に伴い、従来「洋装事業」に区分していた洋装小売部門を

「和装小売事業」へ移管し業績管理区分の見直しを行ったため、事業セグメントの区分を変更しております。 

 なお、前第３四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分方法により作成したものを記載しておりま

す。 

   

   

  

  

報告セグメント 

その他

(注)１

（千円）

合計 
（千円） 

調整額 
(注)２ 
（千円） 

四半期連結

損益計算書

計上額 
(注)３ 
（千円） 

和装事業 
（千円） 

寝装事業 
（千円） 

洋装事業 
(千円）  

宝飾・バ

ッグ事業

（千円）

意匠撚糸

事業 
（千円）

和装小売

事業 
（千円）

計

（千円）

 売上高                       

(1）外部顧客に対

する売上高 
 1,181,221  617,384  2,449,110 95,652 1,043,177 2,536,689 7,923,233  1,225  7,924,460  － 7,924,460

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 24,884  －  1,350  －  －  －  26,234 1,800  28,034  △28,034  －

計  1,206,105  617,384  2,450,461 95,652 1,043,177 2,536,689 7,949,469 3,025  7,952,494  △28,034 7,924,460

セグメント利益   18,291  28,161  74,761 7,893 41,702 53,529 224,340 1,954  226,294  △182,669 43,625

△182,669 △1,692 24,821

159,539
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