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1. 2020年3月期第3四半期の連結業績（2019年4月1日～2019年12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 ％

2020年3月期第3四半期 11,404 △4.9 50 △64.9 160 △37.7 113 △28.8

2019年3月期第3四半期 11,987 1.4 144 △10.8 256 1.5 160 4.8

（注）包括利益 2020年3月期第3四半期　　72百万円 （―％） 2019年3月期第3四半期　　△43百万円 （―％）

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

2020年3月期第3四半期 62.41 ―

2019年3月期第3四半期 87.67 ―

(2) 連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

2020年3月期第3四半期 13,938 7,285 52.3

2019年3月期 13,990 7,304 52.2

（参考）自己資本 2020年3月期第3四半期 7,285百万円 2019年3月期 7,304百万円

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

2019年3月期 ― ― ― 50.00 50.00

2020年3月期 ― ― ―

2020年3月期（予想） 50.00 50.00

（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. 2020年 3月期の連結業績予想（2019年 4月 1日～2020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 16,300 0.4 400 78.6 550 47.8 330 25.0 180.72

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



※ 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（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無

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） 2020年3月期3Q 1,861,000 株 2019年3月期 1,861,000 株

② 期末自己株式数 2020年3月期3Q 35,013 株 2019年3月期 35,013 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2020年3月期3Q 1,825,987 株 2019年3月期3Q 1,826,154 株

※ 四半期決算短信は公認会計士又は監査法人の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、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「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３四半期連結累計期間における国内経済は、企業収益や雇用環境の改善を背景に、緩や

かな回復基調で推移しましたが、大型台風の影響や消費税増税に伴う駆け込み需要の反動減に

より、依然として先行き不透明な状況が続いております。

　小売業界におきましては、駆け込み需要から耐久財や高額商品を中心として売上高が一時的

に大幅な増加をしたものの、消費増税後はその反動により急速に減少いたしました。また、暖

冬による衣料品の低迷や好調に推移していたインバウンド需要の鈍化なども大きく起因し、当

社を含めた服飾雑貨市場においても同様に苦戦をしいられました。

　このような状況のもと、当連結会計年度、当社グループは中期経営計画である「川辺株式会

社・新中期経営計画2017」の最終年度となる３年目をスタートいたしました。計画当初からの

経営ビジョンであるコト提案型企業への変革と好循環型製造小売業を目指し、今期は、既存売

場の再構築と新規売上の開拓を重点施策として、計画達成に向け取り組んでまいりました。

　その結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高114億４百万円（前年

同期比95.1％）、営業利益50百万円（前年同期比35.1％）、経常利益１億60百万円（前年同期

比62.3％）、親会社株主に帰属する四半期純利益１億13百万円（前年同期比71.2％）となりま

した。

セグメントの業績を示しますと、次のとおりであります。

身の回り品事業

前四半期に続き当期間においても当社主要販売先である百貨店の地方・郊外での閉店が度

重なり、小物・雑貨売り場の縮小や移動、取引形態の変更等の売場環境の変化も伴い身の

回り品事業のマーケットは厳しい環境下にありました。

　ハンカチーフにつきましては、新ブランドの投入と積極的なイベント展開の継続により

売上の拡大を図りましたが、９月の増税前の駆け込み需要に伴う反動減が大きく影響し、

当期間の売上は前年比95.3％の結果となりました。

　スカーフ・マフラーにつきましては、ハンカチーフと同様に消費増税の影響から消費マ

インドが大きく低下し、併せてシーズン通して暖冬であった気候的要因から防寒商材が振

るわず、当期間の売上は前年比89.6％となりました。

　タオル・雑貨につきましては、TV通販、Eコマースにおける販売が順調に推移したことか

ら、当期間の売上は前年比101.0％となりました。

フレグランス事業

百貨店及び直営店において、消費増税後の売上高が大幅な減少となりました。年末のギフ

ト需要による売上の回復や、前年並みに推移したホールセール部門による売上でそのマイ

ナスをカバーするには至らず、当期間の売上は前年比95.5％となりました。

全事業といたしましては前年同期と比べ、売上が減少した事に伴い、営業利益、経常利益、

親会社株主に帰属する四半期純利益は減少となりました。
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（２）財政状態に関する説明

当第３四半期における「資産合計」は、前連結会計年度末の139億90百万円から139億38百万円

となりました。これは主として、現金及び預金の増加、受取手形及び売掛金の減少、商品及び製

品の増加によるものであります。

　「負債合計」は、前連結会計年度末に比べ32百万円減少し、66億53百万円となりました。これ

は主として、支払手形及び買掛金の減少、短期借入金の増加、未払法人税等の減少、長期借入金

の減少によるものであります。

　また、「純資産合計」は前連結会計年度末に比べ18百万円減少し、72億85百万円となりまし

た。

　この結果、当第３四半期における総資産は、前連結会計年度末の139億90百万円から139億38百

万円となりました。　

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2020年３月期の業績予想につきましては、2019年５月14日発表の「2019年３月期 決算短信」

の業績予想から変更しておりません。

今後、何らかの変化がある場合には適切に開示してまいります。

決算短信（宝印刷） 2020年02月11日 15時06分 3ページ（Tess 1.50(64) 20181220_01）



川辺株式会社(8123) 令和２年３月期 第３四半期決算短信

－4－

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
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 705,872 978,977

受取手形及び売掛金 3,056,330 2,594,750

商品及び製品 3,352,890 3,478,905

仕掛品 121,728 157,869

原材料及び貯蔵品 278,385 241,997

その他 264,069 400,194

貸倒引当金 △1,223 △1,480

流動資産合計 7,778,053 7,851,215

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 892,065 871,449

工具、器具及び備品（純額） 75,132 67,405

土地 1,099,724 1,099,724

その他（純額） 125,513 123,001

有形固定資産合計 2,192,435 2,161,581

無形固定資産 255,491 252,693

投資その他の資産

投資有価証券 1,526,391 1,460,794

投資不動産（純額） 1,687,724 1,683,336

その他 549,940 528,750

投資その他の資産合計 3,764,057 3,672,881

固定資産合計 6,211,984 6,087,156

資産合計 13,990,037 13,938,371
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2019年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2019年12月31日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 2,426,099 2,297,581

短期借入金 1,492,020 2,218,526

未払法人税等 113,829 1,123

賞与引当金 53,382 ―

その他 700,779 787,485

流動負債合計 4,786,111 5,304,716

固定負債

長期借入金 1,084,980 558,950

退職給付に係る負債 579,009 547,735

資産除去債務 69,659 66,544

その他 165,997 175,109

固定負債合計 1,899,647 1,348,338

負債合計 6,685,758 6,653,054

純資産の部

株主資本

資本金 1,720,500 1,720,500

資本剰余金 1,770,567 1,770,567

利益剰余金 3,648,962 3,671,624

自己株式 △54,204 △54,204

株主資本合計 7,085,825 7,108,487

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 220,291 169,973

繰延ヘッジ損益 △4,626 △1,384

為替換算調整勘定 16,797 11,168

退職給付に係る調整累計額 △14,008 △2,928

その他の包括利益累計額合計 218,453 176,828

純資産合計 7,304,279 7,285,316

負債純資産合計 13,990,037 13,938,371
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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：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

売上高 11,987,128 11,404,664

売上原価 7,625,513 7,256,082

売上総利益 4,361,615 4,148,581

販売費及び一般管理費 4,216,694 4,097,658

営業利益 144,920 50,922

営業外収益

受取利息 80 89

受取配当金 26,593 25,149

投資不動産賃貸料 121,095 121,477

その他 43,712 44,861

営業外収益合計 191,482 191,578

営業外費用

支払利息 14,444 12,960

不動産賃貸費用 58,096 53,925

持分法による投資損失 4,175 8,319

その他 2,947 7,220

営業外費用合計 79,663 82,425

経常利益 256,739 160,075

特別利益

固定資産売却益 - 348

ゴルフ会員権売却益 - 6,000

投資有価証券売却益 89,864 49,657

特別利益合計 89,864 56,005

特別損失

固定資産除売却損 647 459

投資有価証券評価損 50,052 -

減損損失 8,048 10,329

店舗閉鎖損失 2,730 11,473

特別損失合計 61,478 22,262

税金等調整前四半期純利益 285,125 193,819

法人税等 125,021 79,857

四半期純利益 160,104 113,961

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 160,104 113,961
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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：千円)
前第３四半期連結累計期間

(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
　至 2019年12月31日)

四半期純利益 160,104 113,961

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △208,800 △50,317

繰延ヘッジ損益 8,557 3,242

持分法適用会社に対する持分相当額 △4,335 △5,629

退職給付に係る調整額 1,126 11,079

その他の包括利益合計 △203,450 △41,624

四半期包括利益 △43,346 72,336

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △43,346 72,336

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）

該当事項はありません。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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