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(百万円未満切捨て)

１．平成29年12月期第１四半期の業績（平成29年１月１日～平成29年３月31日）

（１）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 ％

29年12月期第１四半期 4,824 △8.1 172 △0.1 191 △0.7 △133 －

28年12月期第１四半期 5,248 0.4 172 429.8 193 252.1 89 －
　

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

29年12月期第１四半期 △7.27 －

28年12月期第１四半期 4.89 －
　

　

（２）財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

29年12月期第１四半期 17,017 10,643 62.5

28年12月期 16,883 10,824 64.1
(参考) 自己資本 29年12月期第１四半期 10,643百万円 28年12月期 10,824百万円

　

　

　

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

28年12月期 － 3.00 － 3.00 6.00

29年12月期 －

29年12月期(予想) 3.00 － 3.00 6.00

(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29年12月期の業績予想（平成29年１月１日～平成29年12月31日）

(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

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

第２四半期(累計) 8,500 △8.5 190 △46.0 250 △38.6 △40 － △2.18

通期 16,100 △8.5 30 △88.8 140 △62.6 △150 － △8.17

(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）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無
　

　

（２）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 ： 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
　

　

（３）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) 29年12月期１Ｑ 19,300,000株 28年12月期 19,300,000株

② 期末自己株式数 29年12月期１Ｑ 944,772株 28年12月期 944,868株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年12月期１Ｑ 18,355,391株 28年12月期１Ｑ 18,354,918株
　

（注）資産管理サービス信託銀行株式会社（信託Ｅ口）が保有する自社の株式291,000株は、１株当たり当期純利益の算
定上、期中平均株式数の計算において控除する自己株式に含めております。

　

※ 四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※ 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、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。
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１．経営成績等の概況

（１）経営成績の概況

当第１四半期累計期間（平成29年１月１日～平成29年３月31日）における日本経済は、企業収益や雇用・所得環境

の改善が続き、景気は緩やかな回復基調にあるものの、欧州の政治情勢や米国新政権の政策運営に対する懸念に加え、

エネルギー価格の上昇等により、国内景気の先行きは不透明な状況が続いております。

当アパレル業界におきましては、所得格差の拡大に伴う個人消費の節約志向の高まりや、選別消費の傾向が継続し

ており、厳しい状況が続いております

このような経営環境の中、当社は、百貨店販路及び量販店販路では、引き続き低効率店舗の取引条件変更交渉をお

こない、収益力の改善に努めてまいりました。また、フォーマルコンセプトショップ「フォルムフォルマ」では、既

存店舗における収益向上に重点を置いた取り組みを継続し、不採算店2店舗の撤退をおこないました。さらに、アウト

レットモールでは、期間催事での新規出店をおこない、既存販路に対する商品鮮度の維持・向上への取り組みを強化

しております。

しかしながら、量販店販路における店舗閉鎖及び衣料品売場の廃止による返品の影響に加え、ブランド廃止等によ

る値引き販売の増加、ならびに百貨店販路においても依然として厳しい市況が続いていることもあり、商品別の売上

高は、ブラックフォーマルが28億57百万円（前年同四半期比10.4％減）、カラーフォーマルが11億35百万円（同4.2％

減）、アクセサリー類が8億31百万円（同4.7％減）となり、当第１四半期累計期間の売上高は、前年同四半期比4億24

百万円減の48億24百万円（同8.1％減）となりました。

利益面では、粗利益率が高いブラックフォーマルの売上構成比が減少したものの、引き続き製造コストの削減や棚

卸資産の評価替えの減少等、利益率の向上に努めました。また、返品調整引当金が売上比1.2ポイント減少したことか

ら、売上総利益率は前年同四半期比1.2ポイント増の43.3％となりました。販売費及び一般管理費においては、直営店

舗増により賃借料は増加したものの、東京アパレル厚生年金基金の平成28年３月30日解散認可に伴う経費減に加え、

不採算店舗の見直し等による人件費減やブランド再編による支払ロイヤリティの減少もあり、全体では前年同四半期

比1億21百万円減（同6.0％減）となりました。

この結果、当第１四半期累計期間の業績は、営業利益は1億72百万円（前年同四半期比0.1％減）、経常利益は1億91

百万円（同0.7％減）となりました。また、特別利益として、投資有価証券売却益3百万円、特別損失として、希望退

職者の募集に伴う退職特別加算金2億95百万円、減損損失（直営店）6百万円を計上したことから、四半期純損失1億33

百万円（前年同四半期は四半期純利益89百万円）となりました。

（２）財政状態の概況

① 資産、負債及び純資産の状況

当第１四半期会計期間末における総資産は170億17百万円となり、前事業年度末に比べて1億34百万円増加いたし

ました。これは主に、現金及び預金の減少1億52百万円や棚卸資産の減少1億49百万円があったものの、売上債権の

増加5億42百万円によるものであります。

負債は、前事業年度末に比べて3億14百万円増加し63億74百万円となりました。これは主に、役員退職慰労引当金

の減少2億9百万円があったものの、返品調整引当金の増加1億59百万円や仕入債務の増加1億39百万円、賞与引当金

の増加51百万円によるものであります。

純資産は、前事業年度末に比べて1億80百万円減少し106億43百万円となりました。これは主に、その他有価証券

評価差額金の増加8百万円があったものの、利益剰余金の減少1億89百万円によるものであります。

② キャッシュ・フローの状況の分析

当第１四半期累計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて、1億52百万

円減少し6億99百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動の結果使用した資金は51百万円（前年同四半期は1億51百万円の支出）となりました。これは主に、税

引前四半期純損失1億6百万円や売上債権の増加5億42百万円があったものの、返品調整引当金の増加1億59百万円

やたな卸資産の減少1億49百万円、仕入債務の増加1億39百万円、特別損失として計上した退職特別加算金2億95百

万円に対して当第１四半期の支払額が29百万円であったことによるものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動の結果使用した資金は23百万円（前年同四半期は17百万円の支出）となりました。これは主に、固定

資産の取得による支出30百万円によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動の結果使用した資金は77百万円（前年同四半期は2億25百万円の収入）となりました。これは主に、配

当金の支払いによる支出53百万円やリース債務の返済による支出24百万円によるものであります。
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２．四半期財務諸表及び主な注記

（１）四半期貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成28年12月31日)

当第１四半期会計期間
(平成29年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 851,843 699,356

受取手形及び売掛金 3,424,406 3,846,139

電子記録債権 468,421 588,749

商品及び製品 4,100,625 3,954,043

仕掛品 173,007 171,100

原材料 5,369 3,984

その他 309,343 214,418

貸倒引当金 － △889

流動資産合計 9,333,018 9,476,902

固定資産

有形固定資産

土地 1,984,255 1,984,255

その他（純額） 1,211,852 1,201,860

有形固定資産合計 3,196,108 3,186,115

無形固定資産 117,568 111,161

投資その他の資産

投資有価証券 2,301,055 2,311,440

賃貸不動産（純額） 1,566,255 1,564,528

その他 370,951 370,511

貸倒引当金 △1,204 △2,668

投資その他の資産合計 4,237,058 4,243,811

固定資産合計 7,550,735 7,541,089

資産合計 16,883,753 17,017,991

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 770,948 648,864

電子記録債務 2,283,299 2,544,822

未払法人税等 102,469 49,681

賞与引当金 － 51,285

返品調整引当金 427,000 586,000

資産除去債務 5,445 2,684

その他 909,315 1,058,020

流動負債合計 4,498,478 4,941,357

固定負債

退職給付引当金 739,455 727,854

役員退職慰労引当金 209,227 －

資産除去債務 81,369 86,502

その他 531,165 618,789

固定負債合計 1,561,216 1,433,146

負債合計 6,059,695 6,374,504
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(単位：千円)

前事業年度
(平成28年12月31日)

当第１四半期会計期間
(平成29年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 4,049,077 4,049,077

資本剰余金 3,732,777 3,732,777

利益剰余金 2,758,821 2,569,488

自己株式 △346,269 △346,247

株主資本合計 10,194,406 10,005,095

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 629,651 638,391

評価・換算差額等合計 629,651 638,391

純資産合計 10,824,057 10,643,487

負債純資産合計 16,883,753 17,017,991
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（２）四半期損益計算書

第１四半期累計期間

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

売上高 5,248,790 4,824,538

売上原価 3,040,580 2,737,637

売上総利益 2,208,209 2,086,901

販売費及び一般管理費 2,035,361 1,914,222

営業利益 172,848 172,678

営業外収益

受取利息 33 11

受取配当金 3,546 3,449

受取賃貸料 17,201 17,078

受取ロイヤリティ 10,466 5,067

その他 3,795 7,139

営業外収益合計 35,043 32,746

営業外費用

支払利息 1,219 512

賃貸費用 10,851 9,511

支払手数料 2,419 2,516

その他 121 905

営業外費用合計 14,613 13,445

経常利益 193,279 191,979

特別利益

投資有価証券売却益 － 3,654

特別利益合計 － 3,654

特別損失

退職特別加算金 － 295,893

減損損失 3,511 6,090

特別損失合計 3,511 301,983

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 189,767 △106,349

法人税、住民税及び事業税 49,823 25,529

法人税等調整額 50,271 1,502

法人税等合計 100,095 27,032

四半期純利益又は四半期純損失（△） 89,672 △133,381
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書

(単位：千円)
前第１四半期累計期間
(自 平成28年１月１日
　至 平成28年３月31日)

当第１四半期累計期間
(自 平成29年１月１日
　至 平成29年３月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 189,767 △106,349

減価償却費 51,273 49,918

減損損失 3,511 6,090

受取利息及び受取配当金 △3,580 △3,460

支払利息 1,219 512

投資有価証券売却損益（△は益） － △3,654

退職特別加算金 － 295,893

返品調整引当金の増減額（△は減少） 238,000 159,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △90 2,353

賞与引当金の増減額（△は減少） 58,113 51,285

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,680 △11,600

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,014 △209,227

売上債権の増減額（△は増加） △1,355,097 △542,060

たな卸資産の増減額（△は増加） 159,296 149,874

前払費用の増減額（△は増加） 62,449 70,538

仕入債務の増減額（△は減少） 425,581 139,438

未払金の増減額（△は減少） △175,128 △156,913

未払消費税等の増減額（△は減少） 149,622 28,343

その他 19,390 120,727

小計 △182,335 40,707

利息及び配当金の受取額 3,580 3,460

利息の支払額 △1,305 △512

退職特別加算金の支払額 － △29,101

法人税等の還付額 42,001 17

法人税等の支払額 △13,765 △65,774

営業活動によるキャッシュ・フロー △151,823 △51,201

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △3,773 △3,779

投資有価証券の売却による収入 － 9,637

固定資産の取得による支出 △728 △30,660

資産除去債務の履行による支出 △3,522 △11,425

貸付けによる支出 △8,630 －

貸付金の回収による収入 14,076 2,096

敷金及び保証金の差入による支出 △9,042 △5,874

敷金及び保証金の回収による収入 4,866 16,531

預り敷金及び保証金の返還による支出 △10,920 －

その他 3 3

投資活動によるキャッシュ・フロー △17,671 △23,469

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） 300,000 －

配当金の支払額 △53,153 △53,543

自己株式の取得による支出 △64 △178

リース債務の返済による支出 △21,607 △24,093

財務活動によるキャッシュ・フロー 225,175 △77,815

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 55,679 △152,487

現金及び現金同等物の期首残高 781,231 851,843

現金及び現金同等物の四半期末残高 836,911 699,356
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（４）四半期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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