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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(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 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

24年3月期第3四半期 10,866 △2.1 1,142 2.1 1,152 3.1 715 61.7
23年3月期第3四半期 11,097 5.2 1,118 29.4 1,117 33.1 442 △8.1

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 708百万円 （64.2％） 23年3月期第3四半期 431百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 26.90 ―

23年3月期第3四半期 16.63 ―

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

24年3月期第3四半期 11,514 6,923 60.1 260.27
23年3月期 11,129 6,311 56.7 237.25

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  6,923百万円 23年3月期  6,311百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00
24年3月期 ― 0.00 ―

24年3月期（予想） 4.00 4.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無  
 

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

通期 13,500 △2.0 1,080 △0.8 1,075 △2.0 640 48.7 24.06



(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  

(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 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※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。業績予想については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」
をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期3Q 26,708,668 株 23年3月期 26,708,668 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 108,495 株 23年3月期 107,239 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 26,600,607 株 23年3月期3Q 26,604,413 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第３四半期連結累計期間における日本経済は、東日本大震災により落ち込んだ生産活動に持ち直しの動きが見

られましたものの、厳しい雇用情勢・円高・欧州の債務危機など、依然として先行き不透明な状況が続いておりま

す。個人消費につきましても、緩やかに改善の兆しが見られましたが、未だ本格的な回復には至っておりません。

 このような環境下、当第３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、前年同四半期比2.1％減の108

億66百万円となりました。その主な要因といたしましては次のとおりです。帽子の販売は夏物では天然素材を使用

した商品、秋冬物ではニット帽等が人気を集めるなど期間を通して堅調で、人気ブランド「ヘレン・カミンスキ

ー」も引続き好調に推移いたしましたが、帽子以外の商材につきましては低調なマーケットとなりました。梅雨入

りは早かったものの、降雨量が少なかったことから、雨傘の販売は不振となり、パラソルの販売はほぼ横這いでし

た。洋品の販売につきましても、期初よりマーケットが縮小したことに加えて、秋の気温が高めであったことか

ら、秋冬物のシーズン立ち上がりの時期から盛り上がりにやや欠ける展開となりました。 

 損益面では、返品調整引当金を積み増しておりますが、海外生産増加によるコストダウン効果等にてカバーし、

差引粗利益率が前年同四半期比0.7ポイント上昇いたしました。販売費及び一般管理費が前年同四半期比49百万円

減少し、営業利益は11億42百万円（前年同四半期比2.1％増）、経常利益は11億52百万円（前年同四半期比3.1％

増）となりました。投資不動産の減損損失77百万円を特別損失に計上いたしましたことから、四半期純利益は７億

15百万円（前年同四半期比61.7％増）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ３億85百万円増加して115億14百万円となり

ました。この主な要因は、現金及び預金が５億13百万円増加したこと及び受取手形及び売掛金が１億40百万円減少

したこと等によるものです。 

 負債合計は、前連結会計年度末と比べ、２億26百万円減少して45億91百万円となりました。この主な要因は、長

期借入金が２億71百万円減少したこと等によるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ、６億12百万円増加して69億23百万円となりました。この主な要因は、

四半期純利益を７億15百万円計上したこと及び１億６百万円の配当を実施したこと等によるものです。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

現時点では、通期の連結業績予想につきましては、平成23年11月11日に発表いたしました業績予想から変更はあ

りません。 

   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 870,697 1,384,356

受取手形及び売掛金 2,613,242 2,472,896

商品及び製品 2,650,273 2,611,305

仕掛品 15,335 16,182

原材料及び貯蔵品 43,049 36,805

その他 325,993 421,811

貸倒引当金 △44,000 △38,000

流動資産合計 6,474,592 6,905,357

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,312,469 2,312,469

その他（純額） 585,622 553,354

有形固定資産合計 2,898,091 2,865,823

無形固定資産   

のれん 44,113 14,467

その他 128,274 110,411

無形固定資産合計 172,388 124,878

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,056,653 1,063,994

投資不動産（純額） 208,698 143,108

その他 398,534 494,373

貸倒引当金 △88,354 △88,188

投資その他の資産合計 1,575,532 1,613,287

固定資産合計 4,646,011 4,603,990

繰延資産 8,522 4,958

資産合計 11,129,126 11,514,306

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,487,422 1,447,580

短期借入金 621,439 465,600

1年内償還予定の社債 － 400,000

未払法人税等 376,312 339,248

賞与引当金 90,200 40,410

返品調整引当金 125,000 462,300

その他 428,876 423,289

流動負債合計 3,129,250 3,578,427

固定負債   

社債 700,000 300,000

長期借入金 369,230 98,000

退職給付引当金 317,860 331,124

長期未払金 189,152 188,343

その他 112,446 95,119

固定負債合計 1,688,689 1,012,588

負債合計 4,817,939 4,591,015
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,339,794 3,339,794

資本剰余金 1,039,578 1,039,578

利益剰余金 1,968,415 2,588,137

自己株式 △13,670 △13,817

株主資本合計 6,334,117 6,953,692

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,711 △2,064

繰延ヘッジ損益 4,521 2,317

為替換算調整勘定 △25,741 △30,655

その他の包括利益累計額合計 △22,931 △30,402

純資産合計 6,311,186 6,923,290

負債純資産合計 11,129,126 11,514,306
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 11,097,804 10,866,376

売上原価 6,048,655 5,803,666

売上総利益 5,049,148 5,062,709

返品調整引当金戻入額 106,800 125,000

返品調整引当金繰入額 404,600 462,300

差引売上総利益 4,751,348 4,725,409

販売費及び一般管理費 3,632,422 3,582,891

営業利益 1,118,925 1,142,517

営業外収益   

受取利息 3,549 2,833

受取配当金 155 173

為替差益 － 4,497

不動産賃貸料 37,467 35,775

貸倒引当金戻入額 － 6,166

その他 12,770 6,010

営業外収益合計 53,942 55,456

営業外費用   

支払利息 30,665 18,478

為替差損 1,067 －

その他 23,758 27,060

営業外費用合計 55,492 45,539

経常利益 1,117,376 1,152,434

特別利益   

貸倒引当金戻入額 23,166 －

特別利益合計 23,166 －

特別損失   

減損損失 213,127 77,568

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,869 －

特別損失合計 214,996 77,568

税金等調整前四半期純利益 925,546 1,074,866

法人税、住民税及び事業税 604,191 571,610

法人税等調整額 △121,101 △212,368

法人税等合計 483,089 359,242

少数株主損益調整前四半期純利益 442,456 715,623

四半期純利益 442,456 715,623

少数株主損益調整前四半期純利益 442,456 715,623

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △206 △353

繰延ヘッジ損益 △2,589 △2,204

為替換算調整勘定 △8,316 △4,913

その他の包括利益合計 △11,113 △7,471

四半期包括利益 431,343 708,152

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 431,343 708,152

少数株主に係る四半期包括利益 － －

      

ムーンバット㈱（8115）　平成24年3月期 第3四半期決算短信

－ 5 －



  該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年12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  

（注）１．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主

に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。  

２．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） 

各報告セグメントには配分していない賃貸不動産において、継続的な地価の下落等により収益性が著しく

低下したため、当該帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（213,127千円）として特

別損失に計上しております。 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年12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 

（注）１．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、主に

報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。  

２．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） 

各報告セグメントには配分していない賃貸不動産において、売却の意思決定を行なったため、当該帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（77,568千円）として特別損失に計上しております。

   

  該当事項はありません。 

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

  （単位：千円）

  

報告セグメント

調整額 
（注）１ 

四半期連結
損益及び包括 
利益計算書 
計上額 
（注）２  

衣服装飾品 身回り品 計

売上高           

外部顧客への売上高  2,369,765  8,728,039  11,097,804   －  11,097,804

 計  2,369,765  8,728,039  11,097,804  －  11,097,804

セグメント利益  610,832  752,598  1,363,431  △244,505  1,118,925

△244,505

  （単位：千円）

  

報告セグメント

調整額 
（注）１  

四半期連結
損益及び包括 
利益計算書 
計上額 
（注）２  

衣服装飾品 身回り品 計

売上高           

外部顧客への売上高  2,365,268  8,501,107  10,866,376   －  10,866,376

 計  2,365,268  8,501,107  10,866,376  －  10,866,376

セグメント利益  579,028  813,397  1,392,426  △249,908  1,142,517

△249,908

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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