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1.  平成24年12月期第1四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年3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12月期第1四半期 26,432 12.8 2,141 500.6 2,059 ― 1,176 ―
23年12月期第1四半期 23,425 △11.3 356 △65.5 166 △80.5 △473 ―

（注）包括利益 24年12月期第1四半期 2,616百万円 （―％） 23年12月期第1四半期 △1,118百万円 （―％）

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12月期第1四半期 9.36 ―
23年12月期第1四半期 △3.77 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第1四半期 97,995 47,489 48.5
23年12月期 98,790 45,879 46.4
（参考） 自己資本   24年12月期第1四半期  47,489百万円 23年12月期  45,879百万円

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12月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
24年12月期 ―
24年12月期（予想） 0.00 ― 8.00 8.00

3.  平成24年12月期の連結業績予想（平成24年1月1日～平成24年12月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第２四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期(累計) 50,500 5.8 500 ― 400 ― 0 ― 0.00
通期 108,000 3.2 3,000 43.9 2,800 69.4 700 ― 5.57



(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レビュー手続の対象外であり、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
半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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事項は、当社が現在入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績等は今後様々な要因によ
って異なる場合があります。 

4.  その他

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12月期1Q 126,229,345 株 23年12月期 126,229,345 株
② 期末自己株式数 24年12月期1Q 482,932 株 23年12月期 479,988 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年12月期1Q 125,747,805 株 23年12月期1Q 125,753,833 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結累計期間（平成24年１月１日～平成24年３月31日）におけるわが国経済は、東日本大震災から

の復興需要による内需の押し上げや、米景気の復調による輸出の好転などにより、緩やかに回復しております。し

かしながら、円高の長期化や、今後の電力不足懸念などの不安要素もあり、国内景気と個人消費は先行き不透明な

状況が続くと思われます。 

 当アパレル業界におきましては、消費者の節約志向は依然として強いものの、前年３月の震災の影響による落ち

込みの反動や、３月中旬から暖かくなり出遅れていた春物衣料が伸びるなど、全体に前年を上回る状況で推移しま

した。 

 このような経営環境のなかで、当社グループは従来からの方針に基づく積極的な営業活動を展開すると同時に、

商品企画、販路の見直しや柔軟な生産調整等、環境変化に対応した経営に注力してまいりました。また、業務の一

層の効率化を追求するとともに、更なる発展に向けて今期に「中期経営戦略」を策定し、事業の選択と集中を基本

方針に、業績の向上に努めてまいりました。 

 この結果、当社グループの当第１四半期の売上高は264億３千２百万円（前年同期比12.8％増）、営業利益は21

億４千１百万円（前年同期比500.6％増）、経常利益は20億５千９百万円（前年同期比1,136.7％増）、四半期純利

益は11億７千６百万円（前年同期は４億７千３百万円の四半期純損失）となりました。 

 なお、当社グループは、アパレルを核とするファッション関連事業の単一セグメントでありますので、セグメン

ト情報の記載はしておりません。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末における資産総額は、前連結会計年度末に比べ７億９千４百万円減少し、979億９

千５百万円となりました。これは商品及び製品が23億３千３百万円増加しましたが、売上債権が33億５千万円減少

したこと等によるものであります。 

 負債総額は前連結会計年度末に比べ24億４百万円減少し、505億６百万円となりました。これは借入金が22億１

千５百万円減少したこと等によるものであります。 

 また、純資産は利益剰余金が１億７千万円、その他有価証券評価差額金が14億１千３百万円それぞれ増加したこ

と等により474億８千９百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は48.5％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 現時点での業績予想の修正はございません。   

  

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。   

   

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

  該当事項はありません。   

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

  該当事項はありません。   

   

（４）追加情報 

  会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

  当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂

正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用しております。 

   

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項



３．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,731 9,178

受取手形及び売掛金 13,980 10,630

商品及び製品 22,869 25,202

繰延税金資産 2,763 2,126

その他 1,439 1,237

貸倒引当金 △78 △65

流動資産合計 49,706 48,309

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,852 6,706

土地 18,996 18,996

その他（純額） 1,672 1,675

有形固定資産合計 27,520 27,378

無形固定資産 2,071 2,098

投資その他の資産   

投資有価証券 10,848 12,775

繰延税金資産 2,196 1,338

敷金及び保証金 5,848 5,526

その他 726 681

貸倒引当金 △128 △112

投資その他の資産合計 19,491 20,208

固定資産合計 49,083 49,686

資産合計 98,790 97,995



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,984 14,498

短期借入金 16,528 16,028

未払消費税等 253 404

未払法人税等 128 50

賞与引当金 557 1,393

返品調整引当金 610 510

その他 4,055 4,430

流動負債合計 38,117 37,315

固定負債   

長期借入金 10,176 8,461

長期未払金 797 788

再評価に係る繰延税金負債 1,722 1,722

退職給付引当金 1,744 1,837

その他 352 381

固定負債合計 14,793 13,191

負債合計 52,911 50,506

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,002 15,002

資本剰余金 10,061 10,061

利益剰余金 20,085 20,256

自己株式 △231 △232

株主資本合計 44,917 45,088

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 629 2,043

土地再評価差額金 405 405

為替換算調整勘定 △74 △48

その他の包括利益累計額合計 961 2,400

純資産合計 45,879 47,489

負債純資産合計 98,790 97,995



（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１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 23,425 26,432

売上原価 11,314 13,206

売上総利益 12,110 13,225

販売費及び一般管理費 11,754 11,084

営業利益 356 2,141

営業外収益   

受取利息 3 4

受取配当金 0 0

受取賃貸料 199 178

その他 11 40

営業外収益合計 214 223

営業外費用   

支払利息 76 68

賃貸費用 123 111

持分法による投資損失 200 101

その他 3 22

営業外費用合計 404 304

経常利益 166 2,059

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7 －

投資有価証券売却益 － 34

特別利益合計 7 34

特別損失   

固定資産除却損 12 －

ゴルフ会員権評価損 0 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 295 －

災害による損失 163 －

特別損失合計 473 －

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△299 2,094

法人税、住民税及び事業税 21 14

法人税等調整額 153 902

法人税等合計 174 917

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△474 1,176

少数株主損失（△） △0 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △473 1,176



（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

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

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△474 1,176

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △664 1,413

為替換算調整勘定 20 26

その他の包括利益合計 △644 1,439

四半期包括利益 △1,118 2,616

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,117 2,616

少数株主に係る四半期包括利益 △0 －



 該当事項はありません。   

   

   

 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）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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