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(百万円未満切捨て)
１．平成28年３月期第２四半期の連結業績（平成27年４月１日～平成27年９月30日）

（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
親会社株主に帰属
する四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

28年３月期第２四半期 6,744 △9.6 155 △71.5 219 △62.5 184 △51.5

27年３月期第２四半期 7,458 △10.9 547 △50.8 585 △49.1 379 △45.7
(注) 包括利益 28年３月期第２四半期 126百万円(△66.6％) 27年３月期第２四半期 380百万円(△45.1％)
　

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

28年３月期第２四半期 15.43 ―

27年３月期第２四半期 30.40 ―
　

　

（２）連結財政状態

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

28年３月期第２四半期 17,757 8,637 48.6 723.26

27年３月期 17,731 8,869 50.0 742.64
(参考) 自己資本 28年３月期第２四半期 8,637百万円 27年３月期 8,869百万円

　

　

２．配当の状況

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

27年３月期 ― 12.00 ― 30.00 42.00

28年３月期 ― 12.00

28年３月期(予想) ― 30.00 42.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
　　

　

３．平成28年３月期の連結業績予想（平成27年４月１日～平成28年３月31日）

(％表示は、対前期増減率)

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属
する当期純利益

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 13,000 △5.7 32 △94.9 125 △82.6 104 △74.7 8.77
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無
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※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

　 (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）
　

　

（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

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 有

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
　

　

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 28年３月期２Ｑ 15,498,200株 27年３月期 15,498,200株

② 期末自己株式数 28年３月期２Ｑ 3,555,414株 27年３月期 3,555,274株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 28年３月期２Ｑ 11,942,813株 27年３月期２Ｑ 12,489,304株
　

　

※ 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財務諸表のレビュー手続を実施中です。

※ 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、当社としてその実現を約束する趣旨のものではありません。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、四半期決算短信（添付資料）3ページ「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。
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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わが国経済は、輸出企業を中心に企業収益が拡大し、景気は緩やかな回復基調

にあるものの、原材料価格の高騰に伴う物価上昇と実質賃金の伸び悩みにより個人消費の回復は遅れており、依然と

して不透明な状況で推移いたしました。 

また、呉服業界におきましても、環境は引き続き厳しい状況にあるものと考えられます。 

このようななか、当社グループでは商品構成や販促施策の改善を図るとともに、組織再編を通じた販売力の強化に

注力してまいりました。当社グループにおける各事業部門別の状況は次のとおりであります。 

 

〔和装関連事業〕 

「振袖」販売については、来店者数の減少を主要因として、受注高は前年同期比 19.5％減となりました。また、既

存顧客を対象とした「一般呉服」等の受注高については、前年同期比0.1％減となりました。 

以上により、和装関連事業の受注高は、前年同期比 8.9％減の6,391 百万円となりました。また売上高（出荷高）に

ついては、9.6％減の6,442百万円となりました。 

利益面においては、粗利益率は前年同期と比べ 0.6 ポイント改善し 63.4％となりました。販売費及び一般管理費に

ついては、費用対効果を考慮した上で経費の削減に努めてきたものの、対売上高比では 5.9 ポイント上回る比率とな

りました。この結果、和装関連事業の営業損失は61百万円となりました。 

 

〔金融サービス事業〕 

金融サービス事業については、売上高は前年同期比 9.0％減の 302 百万円、営業利益は 11.4％減の 218 百万円とな

りました。 

 

この結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は前年同期に比べ9.6％減の6,744百万円、営業利益は

71.5％減の155百万円、経常利益は62.5％減の219百万円、親会社株主に帰属する四半期純利益は51.5％減の184百万円

となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて 5.0％減少し、13,054 百万円となりました。これは、現金及び預金が 554

百万円増加し、有価証券が 900 百万円、商品及び製品が 238 百万円、割賦売掛金が 155 百万円それぞれ減少したこと

などによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて 17.9％増加し、4,702 百万円となりました。これは、投資有価証券が 716

百万円増加したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて0.1％減少し、17,757百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて 3.2％増加し、8,977 百万円となりました。これは、未払法人税等が 175 百

万円、買掛金が 87 百万円、販売促進引当金が 79 百万円それぞれ増加し、前受金が 105 百万円減少したことなどによ

ります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて13.4％減少し、142百万円となりました。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて2.9％増加し、9,119百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 2.6％減少し、8,637 百万円となりました。これは、利益剰余金が 174 百

万円減少したことなどによります。 
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

最近の業績動向を踏まえ、平成27年10月14日に連結業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成27年

10月14日発表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

 

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 

（会計方針の変更） 

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 25 年 9 月 13 日）、「連結財務諸表に関する会計基準」

（企業会計基準第 22 号 平成 25 年 9 月 13 日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第 7 号 平成

25 年 9月 13 日）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更を行っております。当該

表示の変更を反映させるため、前第２四半期連結累計期間については、四半期連結財務諸表の組替えを行っており

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：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,612,852 3,167,514

売掛金 8,557 74,809

割賦売掛金 6,121,829 5,966,158

有価証券 2,769,871 1,869,768

商品及び製品 1,677,559 1,438,866

原材料及び貯蔵品 17,572 30,468

その他 535,174 507,058

流動資産合計 13,743,416 13,054,644

固定資産

有形固定資産

土地 1,447,508 1,447,508

その他（純額） 470,730 454,817

有形固定資産合計 1,918,238 1,902,325

無形固定資産 44,845 39,460

投資その他の資産

投資有価証券 1,218,548 1,935,535

敷金及び保証金 746,933 749,528

その他 60,308 76,188

貸倒引当金 △1,000 △675

投資その他の資産合計 2,024,791 2,760,578

固定資産合計 3,987,875 4,702,363

資産合計 17,731,292 17,757,008
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成27年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(平成27年９月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 216,136 303,345

短期借入金 1,500,000 1,500,000

未払法人税等 - 175,229

前受金 1,137,794 1,032,636

預り金 3,821,708 3,801,975

賞与引当金 236,000 240,000

役員賞与引当金 4,630 -

販売促進引当金 94,010 173,910

割賦未実現利益 926,605 902,983

資産除去債務 68,869 87,930

その他 692,363 759,250

流動負債合計 8,698,117 8,977,261

固定負債

長期未払金 6,540 6,540

資産除去債務 157,395 135,434

繰延税金負債 - 28

固定負債合計 163,935 142,002

負債合計 8,862,052 9,119,264

純資産の部

株主資本

資本金 1,215,949 1,215,949

資本剰余金 1,708,256 1,708,256

利益剰余金 9,221,421 9,047,358

自己株式 △3,335,274 △3,335,416

株主資本合計 8,810,352 8,636,148

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 58,887 1,596

その他の包括利益累計額合計 58,887 1,596

純資産合計 8,869,239 8,637,744

負債純資産合計 17,731,292 17,757,008
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 7,458,779 6,744,320

売上原価 2,746,956 2,445,217

売上総利益 4,711,823 4,299,102

販売費及び一般管理費 4,164,734 4,143,391

営業利益 547,088 155,711

営業外収益

受取利息 1,720 1,115

受取配当金 2,872 3,106

信販取次手数料 34,130 51,723

雑収入 5,564 11,006

営業外収益合計 44,288 66,951

営業外費用

支払利息 1,519 1,661

自己株式取得費用 2,910 －

雑損失 1,397 1,222

営業外費用合計 5,826 2,884

経常利益 585,550 219,779

特別利益

投資有価証券売却益 － 86,295

特別利益合計 － 86,295

特別損失

固定資産除却損 4,890 551

特別損失合計 4,890 551

税金等調整前四半期純利益 580,659 305,523

法人税、住民税及び事業税 218,700 155,460

法人税等調整額 △17,748 △34,163

法人税等合計 200,952 121,297

四半期純利益 379,707 184,225

親会社株主に帰属する四半期純利益 379,707 184,225
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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：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純利益 379,707 184,225

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 504 △57,291

その他の包括利益合計 504 △57,291

四半期包括利益 380,212 126,934

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 380,212 126,934

非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 平成26年４月１日
　至 平成26年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30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 580,659 305,523

減価償却費 55,061 46,794

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,331 △325

賞与引当金の増減額（△は減少） △10,000 4,000

販売促進引当金の増減額（△は減少） 102,790 79,900

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △9,660 △4,630

受取利息及び受取配当金 △4,593 △4,221

支払利息 1,519 1,661

投資有価証券売却損益（△は益） － △86,295

有形固定資産除却損 4,890 551

売上債権の増減額（△は増加） 40,787 △15,738

たな卸資産の増減額（△は増加） 246,545 225,796

仕入債務の増減額（△は減少） △77,534 87,209

割賦未実現利益の増減額（△は減少） 10,371 △23,621

未払消費税等の増減額（△は減少） 73,412 △38,263

預り金の増減額（△は減少） 70,778 △19,732

その他 △125,109 △5,466

小計 958,589 553,140

利息及び配当金の受取額 4,813 4,837

利息の支払額 △1,508 △1,661

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △350,671 198,471

営業活動によるキャッシュ・フロー 611,222 754,788

投資活動によるキャッシュ・フロー

有価証券の償還による収入 100,000 1,000,000

有形固定資産の取得による支出 △23,196 △19,346

有形固定資産の除却による支出 △4,600 △5,307

投資有価証券の取得による支出 △106,075 △1,001,785

投資有価証券の売却による収入 － 186,155

敷金の差入による支出 △78,689 △9,852

敷金の回収による収入 28,678 10,757

貸付けによる支出 △1,400 △900

貸付金の回収による収入 3,719 2,045

その他 △7,478 △3,374

投資活動によるキャッシュ・フロー △89,041 158,392

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） 1,500,000 －

自己株式の取得による支出 △2,733,867 △141

配当金の支払額 △439,111 △358,172

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,672,979 △358,314

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,150,797 554,865

現金及び現金同等物の期首残高 5,479,501 3,832,253

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,328,704 4,387,118
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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。 

 

 （セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成26年4月1日 至 平成26年9月30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 セグメント間取引消去によるものであります。 

２ セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

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 

該当事項はありません。 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成27年4月1日 至 平成27年9月30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 セグメント間取引消去によるものであります。 

２ セグメント利益又は損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

 

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 

該当事項はありません。 

 

   （単位：千円） 

 

報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２ 和装関連事業 金融サービス事業 計 

売上高      

外部顧客への売上高 7,126,620 332,159 7,458,779 ― 7,458,779 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― 14,927 14,927 △14,927 ― 

計 7,126,620 347,086 7,473,707 △14,927 7,458,779 

セグメント利益 303,920 246,169 550,090 △3,001 547,088 

   （単位：千円） 

 

報告セグメント 
調整額 
(注)１ 

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２ 和装関連事業 金融サービス事業 計 

売上高      

外部顧客への売上高 6,442,094 302,225 6,744,320 ― 6,744,320 

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― 10,206 10,206 △10,206 ― 

計 6,442,094 312,431 6,754,526 △10,206 6,744,320 

セグメント利益 

又は損失（△） 
△61,858 218,120 156,261 △550 155,711 
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