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1.  平成24年12月期第2四半期の連結業績（平成24年1月1日～平成24年6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 ％

24年12月期第2四半期 51,804 8.6 2,574 ― 2,599 ― 1,345 ―
23年12月期第2四半期 47,709 △8.5 △327 ― △594 ― △1,101 ―

（注）包括利益 24年12月期第2四半期 1,822百万円 （―％） 23年12月期第2四半期 △1,782百万円 （―％）

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2四半期 10.70 ―
23年12月期第2四半期 △8.76 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年12月期第2四半期 95,048 46,694 49.1
23年12月期 98,790 45,879 46.4
（参考） 自己資本   24年12月期第2四半期  46,694百万円 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 ― 0.00
24年12月期（予想） ― 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、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  ：  有   

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 109,000 4.2 5,000 139.9 4,900 196.4 1,800 ― 14.31



(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。 

※  注記事項

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2Q 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2Q 484,336 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2Q 125,746,568 株 23年12月期2Q 125,753,777 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（平成24年１月１日～平成24年６月30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、緩やかに持ち直しております。

しかしながら、円高の長期化や、今後の電力不足懸念、世界経済の減速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、４月には初夏物衣料が好調に推移するなど、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２四半期連結累計期間における売上高は518億４百万円（前年同期比8.6％増）、

営業利益は25億７千４百万円（前年同期は３億２千７百万円の営業損失）、経常利益は25億９千９百万円（前年同

期は５億９千４百万円の経常損失）、四半期純利益は13億４千５百万円（前年同期は11億１百万円の四半期純損

失）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における資産総額は、前連結会計年度末に比べ37億４千１百万円減少し、950億４

千８百万円となりました。これは現金及び預金が35億３千７百万円増加しましたが、売上債権が52億６千万円、商

品及び製品が10億５千２百万円それぞれ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45億５千７百万円減少し、483億５千３百万円となりました。これは仕入債

務が29億６百万円、借入金が25億１千４百万円それぞれ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３億３千９百万円、その他有価証券評価差額金が４億７千３百万円それぞれ増加し

たこと等により466億９千４百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は49.1％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間につきましては、売上が好調に推移したことや、販管費の削減を推進したことによ

り、売上高、営業利益、経常利益、四半期純利益は上記のとおり、前年を上回る結果となりました。     

 なお、平成24年12月期通期につきましては、当第２四半期連結累計期間の実績値等を踏まえ、売上高は1,090億

円、営業利益は50億円、経常利益は49億円、当期純利益は18億円に業績予想を修正いたします。 

 本日別途開示する「第２四半期業績予想と実績との差異および通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。 

   

（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 

 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（注記情報）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２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,731 12,268

受取手形及び売掛金 13,980 8,720

商品及び製品 22,869 21,816

繰延税金資産 2,763 1,726

その他 1,439 1,597

貸倒引当金 △78 △47

流動資産合計 49,706 46,081

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,852 6,704

土地 18,996 18,996

その他（純額） 1,672 1,640

有形固定資産合計 27,520 27,341

無形固定資産 2,071 2,223

投資その他の資産   

投資有価証券 10,848 11,397

繰延税金資産 2,196 1,901

敷金及び保証金 5,848 5,521

その他 726 693

貸倒引当金 △128 △112

投資その他の資産合計 19,491 19,401

固定資産合計 49,083 48,966

資産合計 98,790 95,048



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,984 13,078

短期借入金 16,528 16,028

未払消費税等 253 524

未払法人税等 128 168

賞与引当金 557 547

返品調整引当金 610 460

その他 4,055 4,541

流動負債合計 38,117 35,347

固定負債   

長期借入金 10,176 8,162

長期未払金 797 775

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 1,922

その他 352 424

固定負債合計 14,793 13,006

負債合計 52,911 48,353

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 20,424

自己株式 △231 △232

株主資本合計 44,917 45,256

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 629 1,103

繰延ヘッジ損益 － △1

土地再評価差額金 405 405

為替換算調整勘定 △74 △69

その他の包括利益累計額合計 961 1,438

純資産合計 45,879 46,694

負債純資産合計 98,790 95,048



（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 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 47,709 51,804

売上原価 23,723 26,412

売上総利益 23,986 25,392

販売費及び一般管理費 24,313 22,817

営業利益又は営業損失（△） △327 2,574

営業外収益   

受取利息 7 9

受取配当金 162 171

受取賃貸料 379 349

その他 53 56

営業外収益合計 603 587

営業外費用   

支払利息 155 133

賃貸費用 266 217

持分法による投資損失 434 168

その他 14 42

営業外費用合計 870 562

経常利益又は経常損失（△） △594 2,599

特別利益   

貸倒引当金戻入額 19 －

投資有価証券売却益 － 34

特別利益合計 19 34

特別損失   

固定資産除却損 27 62

ゴルフ会員権評価損 0 －

減損損失 48 －

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 165 －

特別損失合計 539 62

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（△）

△1,114 2,572

法人税、住民税及び事業税 47 75

法人税等調整額 △59 1,151

法人税等合計 △11 1,226

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（△）

△1,102 1,345

少数株主損失（△） △0 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △1,101 1,345



（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 平成23年１月１日 
 至 平成23年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年１月１日 
 至 平成24年６月30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（△）

△1,102 1,345

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △693 473

繰延ヘッジ損益 － △1

為替換算調整勘定 13 5

その他の包括利益合計 △679 477

四半期包括利益 △1,782 1,822

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,778 1,822

少数株主に係る四半期包括利益 △3 －



 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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