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1. 2023年3月期第3四半期の連結業績（2022年4月1日～2022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 ％

2023年3月期第3四半期 23,683 1.5 △920 ― △630 ― △1,067 ―

2022年3月期第3四半期 23,333 △4.3 △3,892 ― △3,558 ― △3,776 ―

（注）包括利益 2023年3月期第3四半期　　△1,044百万円 （―％） 2022年3月期第3四半期　　△3,771百万円 （―％）

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3四半期 △65.28 ―

2022年3月期第3四半期 △231.01 ―

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、また、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

(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 ％

2023年3月期第3四半期 47,485 22,443 47.3

2022年3月期 51,132 23,487 45.9

（参考）自己資本 2023年3月期第3四半期 22,443百万円 2022年3月期 23,487百万円

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） 15.50 15.50

（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. 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 36,500 △0.5 400 ― 600 ― 200 ― 12.23

（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） 2023年3月期3Q 16,485,078 株 2022年3月期 16,485,078 株

② 期末自己株式数 2023年3月期3Q 128,204 株 2022年3月期 128,174 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 2023年3月期3Q 16,356,889 株 2022年3月期3Q 16,347,834 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、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当たっての注意事項等については、添付資料Ｐ．２「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わが国経済は、新型コロナウイルス感染症による行動制限がなく、経済活

動の正常化に向けた動きがみられました。一方で、ロシア・ウクライナ情勢の長期化、為替の急激な変動等によ

って、原材料・エネルギー価格の高騰や物流コストの上昇が発生し、先行き不透明な状況が続いております。衣

料品小売業界におきましては、新型コロナウイルス蔓延時に比べると消費マインドも回復傾向にありますもの

の、電気代高騰・物価上昇により、依然として厳しい経営環境のまま推移しました。

このような環境の下、当社グループにおきましては前期に引き続き『健康』をキーワードに差別化戦略を行い

ました。

商品面では、カジュアルな印象のビジネスウエアだけでなく、こだわりの１着を求めるお客様の声に寄り添い

たいという思いから、柔らかな風合いと上品な質感の尾州産ウールを使用したスーツを発売いたしました。さら

に、ハリやコシがあり高級感があるノンアイロンシャツが欲しいというお客様の声から『ハイブリッドアイシャ

ツ』を発売しました。このワイシャツは、ポリエステル100%では難しかった生地の艶・ドレープ感・ハリコシ感

を46ゲージのハイゲージニットを採用し、コットン高混率で編み上げることで綿とポリエステルの良さを併せ持

った新しいニットシャツです。

当社グループでは今後も、お客様のニーズに対応した商品開発などを通して、顧客満足度の向上を目指してま

いります。

店舗数に関しましては、グループ全体で５店舗出店した一方で、27店舗を閉店した結果、当第３四半期連結会

計期間末の総店舗数は389店舗となりました。

なお当社グループは衣料品販売事業以外に、広告代理業等を営んでおりますが、重要性が乏しいため記載を省

略しております。

これらの結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、売上高236億８千３百万円（前年同四半期比1.5％

増）となりました。増収及び売上総利益率の改善に加えて、販売費及び一般管理費の削減を積極的に行った結

果、営業損失９億２千万円（前年同四半期は営業損失38億９千２百万円）、経常損失６億３千万円（前年同四半

期は経常損失35億５千８百万円）、親会社株主に帰属する四半期純損失10億６千７百万円（前年同四半期は親会

社株主に帰属する四半期純損失37億７千６百万円）となりました。

（２）財政状態に関する説明

当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、主に現金及び預金が５億３千７百万円減少したこと等に

より、流動資産が29億４千４百万円減少いたしました。加えて固定資産は７億２百万円減少し、その結果、総資

産は前連結会計年度末に比べて36億４千６百万円減少し、474億８千５百万円となりました。

負債につきましては、支払手形及び買掛金が６億４千万円減少したこと、契約負債が１億８千４百万円減少し

たこと等により、前連結会計年度末に比べて26億２百万円減少し、250億４千２百万円となりました。

純資産につきましては、親会社株主に帰属する四半期純損失が10億６千７百万円あったこと等により、224億４

千３百万円となりました。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2022年５月16日に発表しました通期の連結業績予想に変更はありません。
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 12,357,980 11,820,132

受取手形、売掛金及び契約資産 95,933 128,515

商品 10,957,619 11,242,587

貯蔵品 35,083 30,645

その他 5,417,138 2,641,942

貸倒引当金 △57,712 △2,546

流動資産合計 28,806,042 25,861,277

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,203,485 2,149,428

土地 10,614,844 10,635,104

その他（純額） 226,655 189,508

有形固定資産合計 13,044,984 12,974,042

無形固定資産

のれん 76,583 －

その他 1,038,564 1,382,157

無形固定資産合計 1,115,147 1,382,157

投資その他の資産

差入保証金 6,109,514 5,739,712

その他 2,057,699 1,529,429

貸倒引当金 △1,055 △1,055

投資その他の資産合計 8,166,158 7,268,087

固定資産合計 22,326,290 21,624,286

資産合計 51,132,333 47,485,563

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,784,617 5,144,404

短期借入金 600,000 600,000

１年内返済予定の長期借入金 3,269,310 3,618,470

未払法人税等 116,358 68,980

ポイント引当金 43,512 34,822

契約負債 553,751 369,128

賞与引当金 5,800 1,251

店舗閉鎖損失引当金 156,335 63,989

資産除去債務 721,357 321,326

その他 3,327,460 2,262,094

流動負債合計 14,578,504 12,484,468

固定負債

長期借入金 9,452,823 8,926,013

退職給付に係る負債 1,549,163 1,580,112

資産除去債務 1,299,454 1,468,491

その他 764,704 583,005

固定負債合計 13,066,146 12,557,621

負債合計 27,644,650 25,042,090

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
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（単位：千円）

前連結会計年度
(2022年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2022年12月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,991,368 3,991,368

資本剰余金 3,862,125 3,862,125

利益剰余金 15,777,916 14,710,173

自己株式 △138,829 △138,842

株主資本合計 23,492,579 22,424,824

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 △5,792 18,759

繰延ヘッジ損益 895 △110

その他の包括利益累計額合計 △4,897 18,649

純資産合計 23,487,682 22,443,473

負債純資産合計 51,132,333 47,485,563
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

売上高 23,333,242 23,683,961

売上原価 10,249,902 9,475,122

売上総利益 13,083,339 14,208,838

販売費及び一般管理費 16,975,408 15,129,317

営業損失（△） △3,892,068 △920,479

営業外収益

受取利息 4,003 3,966

受取配当金 6,115 8,083

店舗閉鎖損失引当金戻入額 20,339 69,797

受取地代家賃 311,771 357,329

助成金収入 91,380 2,625

その他 88,466 41,893

営業外収益合計 522,077 483,694

営業外費用

支払利息 26,822 29,273

賃貸費用 146,219 146,246

その他 15,640 18,175

営業外費用合計 188,682 193,695

経常損失（△） △3,558,673 △630,479

特別利益

投資有価証券売却益 77,509 38

固定資産売却益 54,300 21,944

受取補償金 － 200,000

その他 5,530 －

特別利益合計 137,340 221,983

特別損失

固定資産除売却損 58,125 63,571

減損損失 69,032 34,241

店舗閉鎖損失引当金繰入額 2,521 －

その他 1,035 43

特別損失合計 130,714 97,856

税金等調整前四半期純損失（△） △3,552,048 △506,353

法人税、住民税及び事業税 99,450 85,478

法人税等調整額 125,010 475,910

法人税等合計 224,460 561,389

四半期純損失（△） △3,776,509 △1,067,742

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △3,776,509 △1,067,742

（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）
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間
(自　2021年４月１日
　至　2021年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　2022年４月１日

　至　2022年12月31日)

四半期純損失（△） △3,776,509 △1,067,742

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 4,956 24,552

繰延ヘッジ損益 145 △1,005

その他の包括利益合計 5,101 23,546

四半期包括利益 △3,771,408 △1,044,195

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △3,771,408 △1,044,195

（四半期連結包括利益計算書）

（第３四半期連結累計期間）
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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。
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