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1. 平成26年9月期第2四半期の連結業績（平成25年10月1日～平成26年3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9月期第2四半期 38,829 5.3 3,319 △17.3 4,220 △52.9 2,859 △53.1
25年9月期第2四半期 36,865 △0.9 4,012 2.6 8,962 76.2 6,090 22.9

（注）包括利益 26年9月期第2四半期 3,006百万円 （△62.4％） 25年9月期第2四半期 7,998百万円 （59.7％）

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9月期第2四半期 98.19 ―
25年9月期第2四半期 209.14 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年9月期第2四半期 77,517 47,898 60.9
25年9月期 72,111 46,741 62.1
（参考）自己資本 26年9月期第2四半期 47,193百万円 25年9月期 44,789百万円

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9月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00
26年9月期 ― 10.00
26年9月期（予想） ― 10.00 20.00

3. 平成26年 9月期の連結業績予想（平成25年10月 1日～平成26年 9月30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 67,464 4.3 3,629 △5.2 4,037 △58.7 3,039 △54.8 104.35



(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、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に対するレビュー手続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 
 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P2「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」をご覧下さい。 

※ 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9月期2Q 31,146,685 株 25年9月期 31,146,685 株
② 期末自己株式数 26年9月期2Q 2,025,863 株 25年9月期 2,025,190 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年9月期2Q 29,121,213 株 25年9月期2Q 29,122,287 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、政府の景気対策等により輸出関連企業などの業績に改善傾

向が見られ、景気回復への期待感が高まるなど、国内経済は徐々に明るさを増す一方で、個人消費につきましては

消費者マインドの持ち直しや、消費税増税を控えた駆け込み需要により一部では伸びが見られるものの、その後の

個人消費の落ち込みや節約志向の高まりが懸念されるなど、依然として先行きは不透明な状況で推移しました。 

このような経済状況のもと、売上につきましては冬の商戦では２月の大雪の影響などで前年をわずかに下回り

ましたが、年間を通じて 大の商戦であるフレッシャーズ商戦が順調に推移し、さらに消費税増税前の駆け込み消

費の影響により計画を上まわり、第２四半期末では、ほぼ計画通りに推移いたしました。 

主力のファッション事業におきましては、「すべては品質から。」をテーマに“ニュージーランドプロジェク

ト”による高品質なニュージーランドウール商品をはじめ、高機能商品のラインナップを強化いたしました。ま

た、インターネットショッピングが販売点数を大きく伸ばし、売上に寄与いたしました。 

グループの店舗数（連結対象店舗）の状況につきましては、新規出店として、SUIT SELECTを24店舗出店したほ

か、紳士服のフタタを１店舗、FIT HOUSEを１店舗、かつやを３店舗、シューラルーを２店舗の計31店舗を新規出

店し、将来に向けて積極的な出店投資をいたしました。一方、２店舗を退店したことにより、グループの店舗数

は462店舗となりました。 

このような経済状況のもと、当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高は388億29百万円（前年同期比 

5.3％増）、営業利益は33億19百万円（前年同期比 17.3％減）、経常利益は42億20百万円（前年同期比 52.9％

減）、四半期純利益は28億59百万円（前年同期比 53.1％減）となりました。 

     

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は356億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ45億91百万円

増加いたしました。これは主に受取手形及び売掛金が16億31百万円、商品及び製品が28億円増加したことによるも

のであります。固定資産は418億66百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億14百万円増加いたしました。これは

主に投資有価証券が6億16百万円、長期貸付金が5億36百万円減少したものの、貸倒引当金が3億83百万円減少した

ことや新規出店等により有形固定資産が13億88百万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775億17百万円となり、前連結会計年度末と比べ54億6百万円増加いたしました。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は174億4百万円となり、前連結会計年度末と比べ48億46百万円増

加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が28億35百万円、電子記録債務が13億11百万円増加したことによ

るものであります。固定負債は122億14百万円となり、前連結会計年度末と比べ5億97百万円減少いたしました。こ

れは主に長期借入金が4億64百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は296億19百万円となり、前連結会計年度末と比べ42億49百万円増加いたしました。 

（純資産）  

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は478億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億56百万

円増加いたしました。これは主に四半期純利益28億59百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は60.9％（前連結会計年度末は62.1％）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 

 本資料の発表日現在におきましては、平成25年11月８日に発表しました連結業績予想を変更しておりません。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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 

該当事項はありません。 

  なお、特定子会社の異動には該当しておりませんが、第１四半期連結会計期間より、株式会社アイステッチ及び

KONAKA(THAILAND)CO.,LTD.は、重要性が増したため、連結の範囲に含めております。 

     

（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。  

  

（４）追加情報 

 （法人税率の変更等による影響） 

「所得税法等の一部を改正する法律」（平成26年法律第10号）が平成26年３月31日に公布され、平成26年４月

１日以降に開始する連結会計年度から法人税率が変更されることとなりました。これに伴い、繰延税金資産及び繰

延税金負債の計算に使用する法定実効税率が変更されることとなります。 

なお、この変更による影響額は軽微であります。 

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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,722 10,323

受取手形及び売掛金 1,531 3,163

商品及び製品 17,456 20,256

原材料及び貯蔵品 153 183

その他 1,198 1,737

貸倒引当金 △3 △13

流動資産合計 31,059 35,650

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,974 11,657

土地 12,788 12,718

その他（純額） 1,170 1,947

有形固定資産合計 24,934 26,322

無形固定資産   

のれん 5 17

その他 373 440

無形固定資産合計 379 457

投資その他の資産   

投資有価証券 3,125 2,508

敷金及び保証金 8,702 8,959

その他 4,433 3,720

貸倒引当金 △485 △102

投資損失引当金 △38 －

投資その他の資産合計 15,738 15,086

固定資産合計 41,051 41,866

資産合計 72,111 77,517

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,546 7,382

電子記録債務 700 2,011

短期借入金 2,354 2,512

1年内返済予定の長期借入金 1,255 1,392

未払法人税等 941 806

賞与引当金 400 406

デリバティブ負債 224 13

その他 2,135 2,878

流動負債合計 12,557 17,404
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 9,220 8,755

退職給付引当金 867 898

役員退職慰労引当金 117 122

ポイント引当金 1,532 1,373

その他 1,073 1,064

固定負債合計 12,811 12,214

負債合計 25,369 29,619

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,305 5,305

資本剰余金 14,745 14,745

利益剰余金 27,603 29,949

自己株式 △3,339 △3,339

株主資本合計 44,315 46,660

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 474 483

為替換算調整勘定 － 49

その他の包括利益累計額合計 474 532

少数株主持分 1,951 704

純資産合計 46,741 47,898

負債純資産合計 72,111 77,517
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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２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

売上高 36,865 38,829

売上原価 17,223 18,047

売上総利益 19,641 20,781

販売費及び一般管理費 15,629 17,462

営業利益 4,012 3,319

営業外収益   

受取利息 32 25

受取配当金 19 22

不動産賃貸料 221 211

デリバティブ評価益 5,046 545

負ののれん償却額 23 －

その他 366 343

営業外収益合計 5,710 1,148

営業外費用   

支払利息 105 91

為替差損 364 －

不動産賃貸費用 80 75

貸倒引当金繰入額 163 58

その他 46 22

営業外費用合計 760 247

経常利益 8,962 4,220

特別利益   

固定資産売却益 2 53

その他 － 9

特別利益合計 2 62

特別損失   

固定資産除却損 34 26

関係会社出資金評価損 － 92

減損損失 161 282

その他 － 5

特別損失合計 196 406

税金等調整前四半期純利益 8,768 3,876

法人税、住民税及び事業税 1,127 755

法人税等調整額 33 132

法人税等合計 1,160 887

少数株主損益調整前四半期純利益 7,608 2,988

少数株主利益 1,517 129

四半期純利益 6,090 2,859
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 7,608 2,988

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 390 8

為替換算調整勘定 － 9

その他の包括利益合計 390 17

四半期包括利益 7,998 3,006

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 6,469 2,877

少数株主に係る四半期包括利益 1,529 129
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 8,768 3,876

減価償却費 707 885

減損損失 161 282

負ののれん償却額 △23 －

デリバティブ評価損益（△は益） △5,046 △545

貸倒引当金の増減額（△は減少） 163 58

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27 27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5 5

ポイント引当金の増減額（△は減少） △213 △159

賞与引当金の増減額（△は減少） △37 △3

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7 △4

長期貸付金の家賃相殺額 158 158

敷金及び保証金の家賃相殺額 75 46

固定資産売却損益（△は益） △2 △53

固定資産除却損 34 26

受取利息及び受取配当金 △52 △48

支払利息 105 91

為替差損益（△は益） △144 △40

売上債権の増減額（△は増加） △1,234 △1,612

たな卸資産の増減額（△は増加） △209 △2,709

仕入債務の増減額（△は減少） 1,354 3,588

未払消費税等の増減額（△は減少） 20 17

その他 185 924

小計 4,795 4,811

利息及び配当金の受取額 23 24

利息の支払額 △97 △78

法人税等の支払額 △174 △896

法人税等の還付額 5 0

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,553 3,861

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △458 △200

定期預金の払戻による収入 10 210

有形固定資産の取得による支出 △946 △2,035

有形固定資産の売却による収入 2 185

有形固定資産の除却による支出 △89 △16

投資有価証券の取得による支出 △261 －

投資有価証券の売却及び償還による収入 33 10

子会社株式の取得による支出 － △1,390

敷金及び保証金の差入による支出 △114 △353

敷金及び保証金の回収による収入 450 55

貸付けによる支出 △715 △21

貸付金の回収による収入 32 21

その他 △5 △104

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,061 △3,639
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △6,926 26

長期借入れによる収入 9,516 2,129

長期借入金の返済による支出 △2,587 △2,629

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △577 △283

その他 △40 △44

財務活動によるキャッシュ・フロー △616 △802

現金及び現金同等物に係る換算差額 53 38

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,929 △541

現金及び現金同等物の期首残高 9,985 10,507

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

－ 152

現金及び現金同等物の四半期末残高 11,915 10,118
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  該当事項はありません。 

   

第１四半期連結会計期間より、重要性が増した株式会社アイステッチ及びKONAKA(THAILAND)CO.,LTD.を連結の範囲

に含めております。この結果、当第２四半期連結累計期間において、連結範囲の変動に伴い利益剰余金が221百万円

減少しております。 

   

   

（４）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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