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(百万円未満切捨て)

１．平成30年５月期第１四半期の連結業績（平成29年６月１日～平成29年８月31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 ％

30年５月期第１四半期 13,138 △0.6 398 △5.3 454 ― 116 ―

29年５月期第１四半期 13,223 △7.5 420 △4.6 △73 ― △219 ―
(注) 包括利益 30年５月期第１四半期 174百万円( ―％) 29年５月期第１四半期 △1,167百万円( ―％)
　

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

30年５月期第１四半期 4.18 ―

29年５月期第１四半期 △7.87 ―
　

　

（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

30年５月期第１四半期 37,511 30,478 81.3 1,093.76

29年５月期 38,168 30,583 80.1 1,097.49
(参考) 自己資本 30年５月期第１四半期 30,478百万円 29年５月期 30,583百万円
　

　

　

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

29年５月期 ― 10.00 ― 10.00 20.00

30年５月期 ―

30年５月期(予想) 10.00 ― 10.00 20.00
(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30年５月期の連結業績予想（平成29年６月１日～平成30年５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
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

第２四半期(累計) 26,900 △0.2 1,400 △3.7 1,350 12.0 700 72.4 25.11

通期 54,500 △0.1 3,050 30.5 3,000 58.3 1,600 287.5 57.41
(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 ： 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
　

　

（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) 30年５月期１Ｑ 27,900,000株 29年５月期 27,900,000株

② 期末自己株式数 30年５月期１Ｑ 34,542株 29年５月期 33,572株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 30年５月期１Ｑ 27,865,944株 29年５月期１Ｑ 27,869,874株
　

　

※ 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。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、次頁以
降の添付資料をご覧ください。
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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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、個人消費や設備投資が回復し、緩やかな持ち直しの動きがみら

れました。

当社グループが属する婦人服専門店業界は、６月、７月と比較的天候に恵まれ、盛夏ものが好調に推移しましたが、

８月は北日本や東日本を中心に低温や長雨が続くなど集客に影響が見られました。

このような状況のなか、当社グループにおきましては、幅広い年齢層をターゲットとして、グラシア、シネマクラ

ブ、コルザの３ブランドをバランスよく展開し、客数の増加を図りました。

　また、ファッション誌とのコラボレーション企画やＬＩＮＥを活用した販促企画を実施するとともに、店頭三段テ

ーブルや三段平台を活用し、年間を通して販売する定番商品の充実を図りました。

ミャンマー自社工場におきましては、物流倉庫が完成するなど、商品の店舗直送に向けた準備を進めてまいりまし

た。

店舗展開に関しましては、引き続きスクラップアンドビルドを進めた結果、当第１四半期連結会計期間末における

国内店舗数は858店舗となりました。

中国子会社である好麗姿（上海）服飾商貿有限公司(注）におきましては、不採算店舗の整理を進めた結果、当第１

四半期連結会計期間末における直営店舗数は389店舗となりました。

以上の結果、当第１四半期連結累計期間におきましては、売上高131億38百万円（前年同期比0.6％減）、営業利益

３億98百万円（同5.3％減）、経常利益４億54百万円（前年同期は経常損失73百万円）、親会社株主に帰属する四半期

純利益１億16百万円（前年同期は親会社株主に帰属する四半期純損失２億19百万円）となりました。

セグメント別の業績は、以下のとおりであります。

<日本>

日本における売上高は112億７百万円（前年同期比4.7％増）、営業利益は４億90百万円（同12.9％増）となりまし

た。客数の増加により既存店の売上高が前年を上回り、増収増益となりました。

<中国>

中国における売上高は19億31百万円（前年同期比23.3％減）、営業損失は50百万円（前年同期は営業損失25百万

円）となりました。百貨店等の集客力が弱く、売上高が伸び悩み、減収減益となりました。

<その他>

報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ミャンマー現地法人の事業活動を含んでおります。当第１四

半期連結累計期間における営業損失は60百万円（前年同期は営業損失42百万円）となりました。

(注) 好麗姿（上海）服飾商貿有限公司の社名は中国語簡体字を含んでいるため、日本語常用漢字で代用しており

ます。

（２）財政状態に関する説明

（資産）

　総資産は、前連結会計年度末に比べて、６億57百万円減少して375億11百万円となりました。これは、たな卸資産、

売掛金が減少したこと等によるものです。

（負債）

　負債は、前連結会計年度末に比べて、５億52百万円減少して70億32百万円となりました。これは、支払手形及び買

掛金、未払法人税等が減少したこと等によるものです。

（純資産）

　純資産は、前連結会計年度末に比べて、１億５百万円減少して304億78百万円となりました。これは、利益剰余金が

減少したこと等によるものです。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

　 当連結会計年度の連結業績予想につきましては、平成29年７月11日公表の数値から変更はありません。
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２．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 8,280,305 9,520,801

売掛金 3,354,492 2,663,708

たな卸資産 8,185,696 6,998,432

未収還付法人税等 7 7

その他 967,743 800,648

貸倒引当金 △31,260 △31,372

流動資産合計 20,756,985 19,952,226

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,085,109 6,038,191

その他 3,248,977 3,442,606

有形固定資産合計 9,334,087 9,480,798

無形固定資産

その他 364,759 356,943

無形固定資産合計 364,759 356,943

投資その他の資産

差入保証金 6,887,239 6,883,414

その他 832,606 844,431

貸倒引当金 △7,202 △6,699

投資その他の資産合計 7,712,643 7,721,146

固定資産合計 17,411,489 17,558,888

資産合計 38,168,474 37,511,114

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,154,413 925,518

短期借入金 566,650 661,200

未払法人税等 807,172 281,294

ポイント引当金 16,696 10,593

資産除去債務 18,470 26,653

その他 2,828,679 2,753,504

流動負債合計 5,392,082 4,658,764

固定負債

退職給付に係る負債 916,286 929,124

資産除去債務 1,266,964 1,435,196

その他 9,763 9,811

固定負債合計 2,193,013 2,374,131

負債合計 7,585,096 7,032,896
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成29年５月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成29年８月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,566,800 3,566,800

資本剰余金 3,941,898 3,941,910

利益剰余金 22,471,189 22,309,091

自己株式 △35,642 △36,868

株主資本合計 29,944,245 29,780,933

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,268 9,719

繰延ヘッジ損益 161,937 204,936

為替換算調整勘定 302,693 327,674

退職給付に係る調整累計額 164,233 154,953

その他の包括利益累計額合計 639,132 697,284

純資産合計 30,583,378 30,478,217

負債純資産合計 38,168,474 37,511,114
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年６月１日
　至 平成28年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年６月１日
　至 平成29年８月31日)

売上高 13,223,620 13,138,961

売上原価 5,662,741 5,680,062

売上総利益 7,560,878 7,458,899

販売費及び一般管理費 7,140,372 7,060,710

営業利益 420,505 398,188

営業外収益

受取利息 1,197 1,518

受取配当金 191 181

為替差益 ― 38,511

受取地代家賃 12,181 5,491

貸倒引当金戻入額 228 184

雑収入 14,098 20,648

営業外収益合計 27,896 66,536

営業外費用

支払利息 5,256 8,278

為替差損 137,384 ―

デリバティブ評価損 376,568 ―

雑損失 2,496 1,786

営業外費用合計 521,705 10,065

経常利益又は経常損失（△） △73,302 454,659

特別損失

固定資産除却損 66,583 21,946

減損損失 37,803 48,662

その他 5,110 ―

特別損失合計 109,497 70,608

税金等調整前四半期純利益又は
税金等調整前四半期純損失（△）

△182,800 384,050

法人税、住民税及び事業税 205,570 262,305

法人税等調整額 △168,879 5,178

法人税等合計 36,690 267,484

四半期純利益又は四半期純損失（△） △219,490 116,566

親会社株主に帰属する四半期純利益又は
親会社株主に帰属する四半期純損失（△）

△219,490 116,566
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四半期連結包括利益計算書

第１四半期連結累計期間

(単位：千円)
前第１四半期連結累計期間
(自 平成28年６月１日
　至 平成28年８月31日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成29年６月１日
　至 平成29年８月31日)

四半期純利益又は四半期純損失（△） △219,490 116,566

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △2,083 △548

繰延ヘッジ損益 △742,736 42,998

為替換算調整勘定 △204,505 24,981

退職給付に係る調整額 1,814 △9,280

その他の包括利益合計 △947,510 58,152

四半期包括利益 △1,167,001 174,718

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,167,001 174,718

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）

当第１四半期連結累計期間（自 平成29年６月１日 至 平成29年８月31日）

該当事項はありません。

（セグメント情報等）

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成28年６月１日 至 平成28年８月31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

(単位：千円)

報告セグメント その他
（注）

合計
日本 中国 計

売上高

外部顧客への売上高 10,705,910 2,517,710 13,223,620 ― 13,223,620

セグメント間の内部売上高
又は振替高

35 ― 35 185,383 185,418

計 10,705,945 2,517,710 13,223,655 185,383 13,409,039

セグメント利益 434,312 △25,932 408,379 △42,660 365,719

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ミャンマーの現地法人の事業活動を

含んでおります。

　

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差

異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 408,379

「その他」の区分の利益 △42,660

セグメント間取引消去 54,786

四半期連結損益計算書の営業利益 420,505

　

３ 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

（固定資産に係る重要な減損損失）

「日本」及び「中国」セグメントにおいて、割引前将来キャッシュ・フロー総額が帳簿価額に満たない店舗につ

いては、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

「日本」及び「中国」セグメントにおいて、それぞれ6,214千円、31,589千円の減損損失を計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間において37,803千円であります。
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Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成29年６月１日 至 平成29年８月31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

(単位：千円)

報告セグメント その他
（注）

合計
日本 中国 計

売上高

外部顧客への売上高 11,207,077 1,931,884 13,138,961 ― 13,138,961

セグメント間の内部売上高
又は振替高

37,969 ― 37,969 177,704 215,673

計 11,245,047 1,931,884 13,176,931 177,704 13,354,635

セグメント利益 490,531 △50,350 440,181 △60,833 379,347

（注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、ミャンマーの現地法人の事業活動を

含んでおります。

２ 報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主な内容(差

異調整に関する事項)

(単位：千円)

利益 金額

報告セグメント計 440,181

「その他」の区分の利益 △60,833

セグメント間取引消去 18,840

四半期連結損益計算書の営業利益 398,188

　

３ 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

（固定資産に係る重要な減損損失）

「日本」及び「中国」セグメントにおいて、割引前将来キャッシュ・フロー総額が帳簿価額に満たない店舗につ

いては、帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に計上しております。

「日本」及び「中国」セグメントにおいて、それぞれ5,743千円、42,918千円の減損損失を計上しております。

なお、当該減損損失の計上額は、当第１四半期連結累計期間において48,662千円であります。
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