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1. 平成26年9月期第3四半期の連結業績（平成25年10月1日～平成26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9月期第3四半期 55,317 5.7 3,556 △24.5 4,605 △57.9 3,093 △57.9
25年9月期第3四半期 52,325 △1.7 4,709 △1.8 10,945 94.1 7,353 35.5

（注）包括利益 26年9月期第3四半期 3,280百万円 （△66.7％） 25年9月期第3四半期 9,857百万円 （84.8％）

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9月期第3四半期 106.24 ―
25年9月期第3四半期 252.50 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年9月期第3四半期 78,751 47,881 59.8
25年9月期 72,111 46,741 62.1
（参考）自己資本 26年9月期第3四半期 47,131百万円 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3Q 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3Q 2,025,997 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3Q 29,121,070 株 25年9月期3Q 29,122,135 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我が国経済は、政府の景気対策が下支えとなり、緩やかな景気回復基調とな

ったものの、４月の消費税増税後、３月の駆け込み需要に対する反動減の影響により、個人消費は先行き楽観視で

きない状況で推移しました。 

このような経済状況のもと、当第３四半期連結累計期間におきましては、売上高は553億17百万円（前年同期比

5.7％増）、営業利益は35億56百万円（前年同期比24.5％減）、経常利益は46億5百万円（前年同期比57.9％減）、

四半期純利益は30億93百万円（前年同期比57.9％減）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363億58百万円となり、前連結会計年度末に比べ52億99百万円

増加いたしました。これは主に新規出店により商品及び製品が32億39百万円増加したことによるものであります。

固定資産は423億92百万円となり、前連結会計年度末に比べ13億40百万円増加いたしました。これは主に投資その

他の資産が5億91百万円減少したものの、新規出店により有形固定資産が18億90百万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787億51百万円となり、前連結会計年度末と比べ66億40百万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163億4百万円となり、前連結会計年度末と比べ37億46百万円増

加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が21億21百万円、電子記録債務が8億44百万円、１年内返済予定

の長期借入金が7億28万円増加したことによるものであります。固定負債は145億65百万円となり、前連結会計年度

末と比べ17億53百万円増加いたしました。これは主に長期借入金が18億33百万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308億69百万円となり、前連結会計年度末と比べ55億円増加いたしました。 

（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478億81百万円となり、前連結会計年度末に比べ11億39百万

円増加いたしました。 

 この結果、自己資本比率は59.8％（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26年５月13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。 

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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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３四半期連結会計期間 
(平成26年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,722 11,338

受取手形及び売掛金 1,531 2,394

商品及び製品 17,456 20,695

原材料及び貯蔵品 153 292

その他 1,198 1,652

貸倒引当金 △3 △15

流動資産合計 31,059 36,358

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,974 11,877

土地 12,788 12,712

その他（純額） 1,170 2,235

有形固定資産合計 24,934 26,824

無形固定資産   

のれん 5 16

その他 373 405

無形固定資産合計 379 421

投資その他の資産   

投資有価証券 3,125 2,425

敷金及び保証金 8,702 9,184

その他 4,433 3,639

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 15,146

固定資産合計 41,051 42,392

資産合計 72,111 78,751

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,546 6,668

電子記録債務 700 1,544

短期借入金 2,354 2,627

1年内返済予定の長期借入金 1,255 1,983

未払法人税等 941 377

賞与引当金 400 239

デリバティブ負債 224 20

その他 2,135 2,842

流動負債合計 12,557 16,304
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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３四半期連結会計期間 
(平成26年６月30日) 

固定負債   

長期借入金 9,220 11,054

退職給付引当金 867 898

役員退職慰労引当金 117 125

ポイント引当金 1,532 1,471

その他 1,073 1,015

固定負債合計 12,811 14,565

負債合計 25,369 30,869

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 29,892

自己株式 △3,339 △3,340

株主資本合計 44,315 46,603

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 474 485

為替換算調整勘定 － 42

その他の包括利益累計額合計 474 527

少数株主持分 1,951 749

純資産合計 46,741 47,881

負債純資産合計 72,111 78,751
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年６月30日) 

売上高 52,325 55,317

売上原価 24,612 25,974

売上総利益 27,712 29,343

販売費及び一般管理費 23,002 25,787

営業利益 4,709 3,556

営業外収益   

受取利息 52 39

受取配当金 39 41

不動産賃貸料 331 315

デリバティブ評価益 6,230 571

為替差益 － 280

負ののれん償却額 23 －

その他 398 146

営業外収益合計 7,076 1,395

営業外費用   

支払利息 149 133

為替差損 285 －

不動産賃貸費用 121 114

貸倒引当金繰入額 189 60

その他 94 39

営業外費用合計 841 347

経常利益 10,945 4,605

特別利益   

固定資産売却益 49 53

その他 － 9

特別利益合計 49 62

特別損失   

固定資産除却損 35 33

減損損失 176 305

その他 14 203

特別損失合計 225 542

税金等調整前四半期純利益 10,768 4,124

法人税、住民税及び事業税 1,083 695

法人税等調整額 393 160

法人税等合計 1,476 856

少数株主損益調整前四半期純利益 9,292 3,268

少数株主利益 1,938 174

四半期純利益 7,353 3,093
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年10月１日 
 至 平成26年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 9,292 3,268

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 565 10

為替換算調整勘定 － 1

その他の包括利益合計 565 12

四半期包括利益 9,857 3,280

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 7,896 3,106

少数株主に係る四半期包括利益 1,960 173
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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３四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。 

   

   

（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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