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1.  平成25年3月期第2四半期の連結業績（平成24年4月1日～平成24年9月30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 ％

25年3月期第2四半期 7,326 △0.3 713 △5.5 746 △3.0 454 △1.0

24年3月期第2四半期 7,348 △2.8 755 0.0 769 1.4 458 96.9

（注）包括利益 25年3月期第2四半期 431百万円 （△2.2％） 24年3月期第2四半期 440百万円 （101.9％）

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

25年3月期第2四半期 17.07 ―

24年3月期第2四半期 17.25 ―

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

25年3月期第2四半期 11,761 7,302 62.1 274.52
24年3月期 11,225 7,004 62.4 263.31

（参考） 自己資本   25年3月期第2四半期  7,302百万円 24年3月期  7,004百万円

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

24年3月期 ― 0.00 ― 5.00 5.00

25年3月期 ― 0.00

25年3月期（予想） ― 5.00 5.00

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25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 13,730 0.5 1,160 △4.9 1,150 △7.6 720 △7.7 27.07



(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 

 「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の5（「会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合」） 
に該当するものであります。詳細は、四半期決算短信（添付資料）2ページ「会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご覧ください。 

(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。 

※  注記事項

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   ：  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   ：  有

④ 修正再表示   ：  無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年3月期2Q 26,708,668 株 24年3月期 26,708,668 株

② 期末自己株式数 25年3月期2Q 109,478 株 24年3月期 109,056 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年3月期2Q 26,599,457 株 24年3月期2Q 26,600,763 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における日本経済は、持ち直しの動きが一服し、長引く円高・株安、欧州の債務危

機、世界経済の減速懸念などにより、依然として先行き不透明な状況が続いております。個人消費につきまして

も、消費税増税・日中関係悪化等による消費マインドの冷え込み、セール開催時期の分散化、及び天候不順等によ

り百貨店の売上も伸び悩みました。 

このような環境下、当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0.3％減の73億26

百万円となりました。その主な要因は次のとおりです。百貨店向け販売は堅調でしたが、チェーンストア向け販売

は低調に推移いたしました。商材別に見ますと、雨傘の販売につきましては、降雨量が多かったこともあり堅調に

推移いたしましたが、パラソルの販売につきましては、セール開催時期の分散化、７月前半までの天候不順等によ

り７月後半からの猛暑が続いたにもかかわらず、前年同四半期並みとなりました。洋品の販売につきましては、前

年同四半期のマーケットが大幅に落ち込んでいたこともあり、前年同四半期を上回ることができました。帽子の販

売につきましては、７月後半以降の猛暑により盛り返しましたが、シーズン前半の落ち込みをカバーするには至り

ませんでした。 

損益面では、中国の人件費アップや原材料の高騰などによるコストアップ要因がありましたものの、海外生産増

加及び円高によるコストダウン効果等により、返品調整引当金勘案前の粗利益率は前年同四半期並みとなりまし

た。返品調整引当金勘案後の粗利益率では、同引当金が増加したことにより、前年同四半期比0.8ポイント下落い

たしました。販売費及び一般管理費が前年同四半期比25百万円減少いたしましたものの、減収要因及び返品調整引

当金の積増要因による利益減少をカバーしきれず、営業利益は７億13百万円（前年同四半期比5.5％減）、経常利

益は７億46百万円（前年同四半期比3.0％減）、四半期純利益は４億54百万円（前年同四半期比1.0％減）となりま

した。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四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、５億35百万円増加して117億61百万円とな

りました。この主な要因は、現金及び預金が６億10百万円増加したこと、商品及び製品が１億88百万円増加したこ

と、及び受取手形及び売掛金が２億18百万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、２億37百万円増加して44億59百万円となりました。この主な要因は、未

払法人税等が２億24百万円増加したこと、返品調整引当金が１億77百万円増加したこと、支払手形及び買掛金が１

億64百万円増加したこと、及び短期借入金が３億32百万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、２億98百万円増加して73億２百万円となりました。この主な要因は、

四半期純利益を４億54百万円計上したこと及び剰余金の配当を１億32百万円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、平成24年５月11日に公表した数値に変更はございません。 

  

会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

当社及び国内連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成24年４月１日以後に

取得した有形固定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

なお、これによる影響額は軽微であります。   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,047,213 1,657,518

受取手形及び売掛金 2,926,080 2,707,688

商品及び製品 2,622,990 2,811,319

仕掛品 1,372 7,807

原材料及び貯蔵品 23,317 25,793

その他 320,671 367,602

貸倒引当金 △50,000 △32,000

流動資産合計 6,891,646 7,545,730

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,312,469 2,312,469

その他（純額） 548,734 556,009

有形固定資産合計 2,861,203 2,868,478

無形固定資産   

のれん 4,585 3,821

その他 107,460 106,640

無形固定資産合計 112,045 110,461

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,063,626 991,486

その他 381,437 331,636

貸倒引当金 △88,188 △88,022

投資その他の資産合計 1,356,874 1,235,099

固定資産合計 4,330,124 4,214,039

繰延資産 3,770 1,394

資産合計 11,225,541 11,761,164

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,498,233 1,662,437

短期借入金 656,000 324,000

1年内償還予定の社債 700,000 700,000

未払法人税等 144,171 368,578

賞与引当金 90,820 94,720

返品調整引当金 118,200 295,700

その他 401,937 394,555

流動負債合計 3,609,362 3,839,990

固定負債   

退職給付引当金 329,670 337,977

その他 282,471 281,111

固定負債合計 612,141 619,089

負債合計 4,221,503 4,459,080
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年９月30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 2,652,988 2,974,108

自己株式 △13,925 △13,982

株主資本合計 7,018,435 7,339,499

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 603 △186

繰延ヘッジ損益 10,209 △8,623

為替換算調整勘定 △25,210 △28,605

その他の包括利益累計額合計 △14,397 △37,415

純資産合計 7,004,037 7,302,083

負債純資産合計 11,225,541 11,761,164
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

売上高 7,348,254 7,326,013

売上原価 4,075,280 4,062,705

売上総利益 3,272,973 3,263,307

返品調整引当金戻入額 125,000 118,200

返品調整引当金繰入額 245,300 295,700

差引売上総利益 3,152,673 3,085,807

販売費及び一般管理費 2,397,402 2,372,273

営業利益 755,271 713,534

営業外収益   

受取利息 1,917 1,577

受取配当金 109 154

為替差益 9,198 17,148

不動産賃貸料 25,211 13,609

貸倒引当金戻入額 9,166 18,166

その他 3,203 7,719

営業外収益合計 48,807 58,374

営業外費用   

支払利息 13,457 8,008

支払手数料 5,500 5,500

その他 15,461 11,949

営業外費用合計 34,418 25,457

経常利益 769,659 746,450

税金等調整前四半期純利益 769,659 746,450

法人税、住民税及び事業税 349,100 356,772

法人税等調整額 △38,368 △64,441

法人税等合計 310,732 292,331

少数株主損益調整前四半期純利益 458,926 454,118

四半期純利益 458,926 454,118

少数株主損益調整前四半期純利益 458,926 454,118

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 226 △789

繰延ヘッジ損益 △13,766 △18,832

為替換算調整勘定 △4,759 △3,395

その他の包括利益合計 △18,299 △23,017

四半期包括利益 440,627 431,101

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 440,627 431,101

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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該当事項はありません。   

    

該当事項はありません。 

   

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成23年４月１日 至 平成23年９月30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。   

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９月30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。   

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（５）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  905,170  6,443,084  7,348,254   －  7,348,254

 計  905,170  6,443,084  7,348,254  －  7,348,254

セグメント利益  177,301  743,400  920,701  △165,430  755,271

△165,430

  （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  859,586  6,466,426  7,326,013   －  7,326,013

 計  859,586  6,466,426  7,326,013  －  7,326,013

セグメント利益  152,294  720,439  872,733  △159,199  713,534

△159,199
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