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(百万円未満切捨て)

１．2023年３月期第２四半期の連結業績（2022年４月１日～2022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 ％

2023年３月期第２四半期 12,895 18.6 △850 － △577 － △696 －

2022年３月期第２四半期 10,871 42.0 △1,777 － △1,656 － △1,457 －
(注) 包括利益 2023年３月期第２四半期 △456百万円( －％) 2022年３月期第２四半期 △1,321百万円( －％)
　

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

2023年３月期第２四半期 △21.24 －

2022年３月期第２四半期 △44.57 －
　　

（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

2023年３月期第２四半期 32,011 7,279 20.1 196.18

2022年３月期 31,798 7,713 21.6 209.89
(参考) 自己資本 2023年３月期第２四半期 6,439百万円 2022年３月期 6,873百万円
　　　

　

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

2022年３月期 － 0.00 － 0.00 0.00

2023年３月期 － 0.00

2023年３月期(予想) － － －

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無
当社は、定款において期末日及び第２四半期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では期末日における配
当予想額は未定であります。

　　

　

３．2023年３月期の連結業績予想（2022年４月１日～2023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 27,900 13.4 △1,100 － △800 － 6,000 － 182.98
(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 有
　

　　



※ 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) 2023年３月期２Ｑ 37,696,897株 2022年３月期 37,696,897株

② 期末自己株式数 2023年３月期２Ｑ 4,873,168株 2022年３月期 4,947,768株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年３月期２Ｑ 32,790,102株 2022年３月期２Ｑ 32,695,292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、添付資料P.2「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（2022年４月１日～2022年９月30日）におけるわが国経済は、感染防止と経済活動

の両立により徐々に回復の動きが見られましたが、新型コロナウィルス感染症の再拡大に加え、不安定な国際情

勢に伴う資源価格の上昇や円安の影響などもあり、先行き不透明な状況が続きました。

衣料品業界におきましては、新型コロナウィルス感染症再拡大の影響はありましたが、国内においては期間を

通して行動制限や外出自粛に繋がる規制が緩和されていたことで、徐々に需要の回復が見られました。

このような経営環境のなか、当社グループは「お客様第一」「品質本位」の経営理念を基に、注力事業の効率

化と収益力の強化に取り組んでおります。

衣料事業においては、製造部門では受注量が回復し、国内小売部門では来店客数の回復が見られ、売上高が前

年同四半期比で増加いたしました。

不動産賃貸事業においては、商業施設の来館客数の増加や、オフィス賃貸の効率化などにより、売上高が前年

同四半期比で増加いたしました。

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12,895百万円（前年同四半期比18.6％増）、営業損

失は850百万円（前年同四半期は営業損失1,777百万円）、経常損失は577百万円（前年同四半期は経常損失1,656

百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失は696百万円（前年同四半期は親会社株主に帰属する四半期純損失

1,457百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して213百万円増加し、32,011百万円

（前連結会計年度末比0.7％増）となりました。主な変動内容は、現金及び預金の減少、棚卸資産の増加等であり

ます。純資産は434百万円減少し7,279百万円となり、自己資本比率は20.1％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

2023年３月期の通期の連結業績予想につきましては、新型コロナウィルス感染症やウクライナ情勢の影響など

　 を合理的に算定することは困難であったため未定としておりましたが、現時点で入手可能な情報や予想等に基

　 づき、公表することといたしました。

　 通期連結業績予想は、第２四半期連結会計期間の状況などを踏まえ、売上高27,900百万円、営業損失1,100百万

　 円、経常損失800百万円、親会社株主に帰属する当期純利益6,000百万円としております。本日別途開示いたし

　 ます「連結業績予想に関するお知らせ」をご参照ください。

　 なお、2023年３月期の配当予想につきましては、引き続き未定とさせていただきます。今後の業績の動向を踏

　 まえ、経営環境や内部留保などを総合的に勘案して決定する予定です。
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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：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 5,468 4,878

受取手形及び売掛金 2,692 2,702

棚卸資産 6,315 7,273

その他 1,211 1,214

貸倒引当金 △34 △40

流動資産合計 15,654 16,028

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 5,726 5,687

その他（純額） 753 822

有形固定資産合計 6,480 6,509

無形固定資産

その他 1,649 1,684

無形固定資産合計 1,649 1,684

投資その他の資産

投資有価証券 6,336 6,103

その他 2,025 2,039

貸倒引当金 △347 △355

投資その他の資産合計 8,014 7,788

固定資産合計 16,143 15,982

資産合計 31,798 32,011
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(単位：百万円)

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第２四半期連結会計期間
(2022年９月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,986 2,654

短期借入金 6,733 6,528

1年内返済予定の長期借入金 1,132 1,132

未払法人税等 118 162

賞与引当金 193 255

契約負債 451 475

その他 4,385 5,083

流動負債合計 15,000 16,290

固定負債

長期借入金 3,984 3,418

長期預り保証金 2,199 2,140

退職給付に係る負債 216 225

その他 2,684 2,656

固定負債合計 9,083 8,441

負債合計 24,084 24,732

純資産の部

株主資本

資本金 6,891 6,891

資本剰余金 7,823 7,759

利益剰余金 △5,220 △5,917

自己株式 △3,904 △3,827

株主資本合計 5,589 4,907

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 543 413

為替換算調整勘定 740 1,118

その他の包括利益累計額合計 1,284 1,532

新株予約権 181 189

非支配株主持分 658 650

純資産合計 7,713 7,279

負債純資産合計 31,798 32,011
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

売上高 10,871 12,895

売上原価 5,485 6,496

売上総利益 5,386 6,398

販売費及び一般管理費 7,163 7,248

営業損失（△） △1,777 △850

営業外収益

受取利息 94 48

受取配当金 66 66

為替差益 22 100

受取手数料 37 40

補助金収入 21 167

その他 58 49

営業外収益合計 300 474

営業外費用

支払利息 99 95

支払手数料 48 47

その他 31 58

営業外費用合計 179 201

経常損失（△） △1,656 △577

特別利益

固定資産売却益 221 0

特別利益合計 221 0

特別損失

固定資産除売却損 5 30

投資有価証券評価損 － 1

解約違約金 90 －

特別損失合計 95 32

税金等調整前四半期純損失（△） △1,529 △609

法人税、住民税及び事業税 17 119

法人税等調整額 △22 △22

法人税等合計 △4 96

四半期純損失（△） △1,525 △705

非支配株主に帰属する四半期純損失（△） △68 △9

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △1,457 △696
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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 2021年４月１日
　至 2021年９月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
　至 2022年９月30日)

四半期純損失（△） △1,525 △705

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 21 △130

為替換算調整勘定 182 380

その他の包括利益合計 203 249

四半期包括利益 △1,321 △456

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,258 △448

非支配株主に係る四半期包括利益 △62 △7
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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。

（会計方針の変更）

（時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用）

「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号 2021年６月17日。以下「時価算

定会計基準適用指針」という。）を第１四半期連結会計期間の期首から適用し、時価算定会計基準適用指針第

27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定める新たな会計方針を将来にわた

って適用することといたしました。この変更による当第２四半期連結会計期間及び当第２四半期累計期間の四

半期連結財務諸表に与える影響はありません。

（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。

　


