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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

当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、政府による経済政策等を背景に緩やかな回復基調が続きまし

た。一方、円安による物価上昇や、消費税率変更後の個人消費の低迷の長期化など依然として先行きは不透明な状

況で推移いたしました。

このような経済状況のもと、主力のファッション事業につきましては、昨年４月の消費税率変更以降は全体的に

消極的な購買動向が長引き、年末年始商戦をはじめとして、盛り上がりに欠けました。更に就職活動の解禁時期が

３月に変更となった影響を受け、当第２四半期までの状況は総じて厳しい状況で推移いたしましたが、そのような

状況の中、就職活動やフレッシャーズ商戦のピークとなる第２四半期後半には順調に売上を確保することができ、

その結果売上高は、377億6百万円（前年同期比0.3％減）となり、昨年３月の消費税変更前の前倒し消費のあった

前年並みの売上高となりました。

レストラン事業につきましては、前期の新規事業による出店等で増収となりました。また人材の育成及びサービ

ス力の向上を図り、更なる営業基盤の安定化に注力いたしました。その結果、売上高は10億88百万円（前年同期比

9.3％増）となりました。

グループの店舗数（連結対象店舗）の状況につきましては、SUIT SELECTを25店舗、シューズ＆バッグのFIT 

HOUSEを2店舗、カスタムオーダ－のO・S・Vを１店舗の計28店舗を新規に出店し、積極的な出店投資をいたしまし

た。一方、期間満了・移転により５店舗退店したことにより、グループの店舗数は、495店舗となりました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は387億95百万円（前年同期比0.1％減）、営業利益は28

億15百万円（前年同期比15.2％減）、経常利益は31億47百万円（前年同期比25.4％減）、当期純利益は21億11百万

円（前年同期比26.2％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383億96百万円となり、前連結会計年度末に比べ71億63百万円

増加いたしました。これは主に現金及び預金が23億64百万円、受取手形及び売掛金が11億80百万円、商品及び製品

が32億43百万円増加したことによるものであります。固定資産は424億56百万円となり、前連結会計年度末に比べ2

億83百万円増加いたしました。

この結果、総資産は808億52百万円となり、前連結会計年度末と比べ74億46百万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254億17百万円となり、前連結会計年度末と比べ132億74百万円

増加いたしました。これは主に支払手形及び買掛金が33億40百万円、電子記録債務が18億5百万円、１年以内返済

予定の長期借入金が73億円増加したことによるものであります。固定負債は61億47百万円となり、前連結会計年度

末と比べ83億6百万円減少いたしました。これは主に長期借入金が82億96百万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315億64百万円となり、前連結会計年度末と比べ49億68百万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492億87百万円となり、前連結会計年度末に比べ24億78百万

円増加いたしました。これは主に四半期純利益21億11百万円によるものであります。

この結果、自己資本比率は59.9％（前連結会計年度末は62.7％）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11月14日に発表しました連結業績予想を変更しておりません。
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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

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

（退職給付に関する会計基準等の適用） 

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」とい

う。）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成27年３月26日。以下

「退職給付適用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文及び退職給付適用指針第67項本文に掲げられ

た定めについて第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務及び勤務費用の計算方法を見直し、退職給付

見込額の期間帰属方法を期間定額基準から給付算定式基準へ変更するとともに、割引率の決定方法を従業員の平

均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率による方法から退職給付の支払見込期間及び支払見込期間ごとの

金額を反映した単一の加重平均割引率による方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、当第２四

半期連結累計期間の期首において、退職給付債務及び勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加

減しております。

この結果、当第２四半期連結累計期間の期首の退職給付に係る負債が130百万円減少し、利益剰余金が130百万

円増加しております。また、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に

与える影響は軽微であります。
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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26年９月30日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年３月31日) 

資産の部    

流動資産    

現金及び預金 8,955 11,320 

受取手形及び売掛金 1,661 2,841 

有価証券 － 200 

商品及び製品 18,554 21,797 

原材料及び貯蔵品 326 278 

その他 1,753 1,959 

貸倒引当金 △19 － 

流動資産合計 31,233 38,396 

固定資産    

有形固定資産    

建物及び構築物（純額） 11,745 11,490 

土地 12,630 12,546 

その他（純額） 2,175 2,387 

有形固定資産合計 26,551 26,424 

無形固定資産    

のれん 14 11 

その他 419 394 

無形固定資産合計 434 406 

投資その他の資産    

投資有価証券 2,658 3,252 

敷金及び保証金 9,119 9,200 

退職給付に係る資産 243 252 

その他 3,320 3,109 

貸倒引当金 △154 △190 

投資その他の資産合計 15,186 15,624 

固定資産合計 42,172 42,456 

資産合計 73,405 80,852 

負債の部    

流動負債    

支払手形及び買掛金 3,891 7,232 

電子記録債務 546 2,351 

短期借入金 2,954 2,964 

1年内返済予定の長期借入金 1,966 9,266 

未払法人税等 154 471 

賞与引当金 332 381 

デリバティブ負債 5 3 

その他 2,291 2,744 

流動負債合計 12,142 25,417 
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    （単位：百万円） 

 
前連結会計年度 

(平成26年９月30日) 
当第２四半期連結会計期間 

(平成27年３月31日) 

固定負債    

長期借入金 10,475 2,179 

退職給付に係る負債 994 845 

役員退職慰労引当金 127 133 

ポイント引当金 1,541 1,462 

その他 1,314 1,527 

固定負債合計 14,454 6,147 

負債合計 26,596 31,564 

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 28,528 30,479 

自己株式 △3,340 △3,340 

株主資本合計 45,239 47,189 

その他の包括利益累計額    

その他有価証券評価差額金 667 1,088 

為替換算調整勘定 72 96 

退職給付に係る調整累計額 63 64 

その他の包括利益累計額合計 803 1,248 

少数株主持分 766 848 

純資産合計 46,808 49,287 

負債純資産合計 73,405 80,852 
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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25年10月１日 

 至 平成26年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年10月１日 
 至 平成27年３月31日) 

売上高 38,829 38,795 

売上原価 18,047 18,174 

売上総利益 20,781 20,620 

販売費及び一般管理費 17,462 17,805 

営業利益 3,319 2,815 

営業外収益    

受取利息 25 22 

受取配当金 22 23 

不動産賃貸料 211 210 

為替差益 217 196 

デリバティブ評価益 545 67 

その他 126 42 

営業外収益合計 1,148 563 

営業外費用    

支払利息 91 89 

不動産賃貸費用 75 80 

貸倒引当金繰入額 58 45 

その他 22 15 

営業外費用合計 247 231 

経常利益 4,220 3,147 

特別利益    

固定資産売却益 53 － 

その他 9 － 

特別利益合計 62 － 

特別損失    

固定資産除却損 26 10 

関係会社出資金評価損 92 － 

減損損失 282 382 

その他 5 88 

特別損失合計 406 481 

税金等調整前四半期純利益 3,876 2,666 

法人税、住民税及び事業税 755 452 

法人税等調整額 132 24 

法人税等合計 887 477 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,988 2,188 

少数株主利益 129 77 

四半期純利益 2,859 2,111 
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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25年10月１日 

 至 平成26年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年10月１日 
 至 平成27年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 2,988 2,188 

その他の包括利益    

その他有価証券評価差額金 8 425 

為替換算調整勘定 9 23 

退職給付に係る調整額 － 1 

その他の包括利益合計 17 450 

四半期包括利益 3,006 2,639 

（内訳）    

親会社株主に係る四半期包括利益 2,877 2,557 

少数株主に係る四半期包括利益 129 82 
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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25年10月１日 

 至 平成26年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年10月１日 
 至 平成27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 3,876 2,666 

減価償却費 885 1,038 

減損損失 282 382 

デリバティブ評価損益（△は益） △545 △67 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 58 53 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 27 － 

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － △18 

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） △159 △79 

賞与引当金の増減額（△は減少） △3 48 

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4 － 

長期貸付金の家賃相殺額 158 149 

敷金及び保証金の家賃相殺額 46 34 

固定資産売却損益（△は益） △53 0 

固定資産除却損 26 10 

受取利息及び受取配当金 △48 △46 

支払利息 91 89 

為替差損益（△は益） △40 △0 

売上債権の増減額（△は増加） △1,612 △1,179 

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,709 △3,184 

仕入債務の増減額（△は減少） 3,588 4,951 

未払消費税等の増減額（△は減少） 17 23 

その他 924 461 

小計 4,811 5,339 

利息及び配当金の受取額 24 28 

利息の支払額 △78 △87 

法人税等の支払額 △896 △200 

法人税等の還付額 0 164 

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,861 5,244 

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 △200 △200 

定期預金の払戻による収入 210 400 

有価証券の取得による支出 － △200 

有形固定資産の取得による支出 △2,035 △1,040 

有形固定資産の売却による収入 185 0 

有形固定資産の除却による支出 △16 △78 

投資有価証券の売却及び償還による収入 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 △353 △220 

敷金及び保証金の回収による収入 55 175 

貸付けによる支出 △21 △159 

貸付金の回収による収入 21 2 

その他 △104 △21 

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,639 △1,342 
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    （単位：百万円） 

 
前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成26年10月１日 
 至 平成27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） 26 10 

長期借入れによる収入 2,129 99 

長期借入金の返済による支出 △2,629 △1,095 

自己株式の取得による支出 △0 △0 

配当金の支払額 △283 △294 

その他 △44 △49 

財務活動によるキャッシュ・フロー △802 △1,330 

現金及び現金同等物に係る換算差額 38 △7 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △541 2,564 

現金及び現金同等物の期首残高 10,507 8,550 

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 10,118 11,115 
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（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）

該当事項はありません。

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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