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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 12,539 9.5 19 ― △74 ― △109 ―

23年3月期第3四半期 11,453 △0.4 △74 ― △163 ― △165 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △107百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △245百万円 （―％）

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 △13.59 ―

23年3月期第3四半期 △20.63 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 13,928 5,250 37.7
23年3月期 13,462 5,381 39.9

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  5,252百万円 23年3月期  5,366百万円

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 ― 2.00 2.00
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 16,200 9.1 220 27.2 120 45.4 70 10.0 8.71



(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  ：  有  
（注）詳細は、添付資料「（その他）に関する事項」を御覧ください。 

(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の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きが実施中です。 

※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、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。 

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3月期3Q 8,046,233 株 23年3月期 8,046,233 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 11,707 株 23年3月期 11,707 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 8,034,526 株 23年3月期3Q 8,034,557 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（平成23年４月１日から12月31日まで）におけるわが国経済は、東日本大震災後の復

興需要、省電力対応に係る需要等が景気を底上げしたものの、欧州の金融不安などの要因により、引き続き不安定

な動きで推移しております。  

  国内におけるアパレル業界をめぐる動向は、第3四半期の中心となる秋物冬物商戦に関しては、高額品は好調に

推移したものの、クールビズの長期化に伴う秋物の縮小、暖冬に伴う冬物立ち上がりの遅れなどにより全般的には

厳しい状況となりました。  

  このような環境の下、当社グループにおきましては、主力のドレスシャツは好調を維持し、適切な売価設定によ

り売上利益を確保したものの、秋物カジュアルの縮小などにより売上は伸び悩みました。直営店につきましては第

３四半期に三井アウトレットモール倉敷内に”Baracuta”をオープンし、合計14店舗に拡大しております。  

  この結果、当第３四半期連結累計期間における連結売上高は前年同期比9.5％増の125億39百万円、営業利益は19

百万円となりました。中心商材であるドレスシャツの端境期となる第3四半期は例年赤字となっておりますが、当

期につきましては前年同期から大きく改善しました。一方、本邦で保有する外貨建て資産が、当四半期の円高ドル

安により目減りしたことによる為替差損90百万円等を計上した結果、経常損失74百万円、四半期純損失1億9百万円

となりましたが、いずれも前年同期業績から大幅に改善することができました。  

   

（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、139億28百万円と前連結会計年度末と比較し4億66百万円増加しており

ますが、これはファクタリングに起因する未収入金の増加、年末対応による現預金の増加等によるものです。  

 当第３四半期連結会計期間末の負債は、86億78百万円と前連結会計年度末と比較し5億98百万円増加しておりま

すが、これは借入金や為替予約差額等の増加によるものです。  

 当第３四半期連結会計期間末の純資産は、52億50百万円と前連結会計年度末と比較し1億31百万円減少しており

ますが、これは四半期純損失の計上、為替の時価評価差額である繰延ヘッジ損益の減少額等によるものです。   

    

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間の業績は、ほぼ計画どおりに推移しており、通期業績見通しに関しましては、10月31

日に発表いたしました業績予想から変更はございません。  

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき、当社で判断したものであ

り、実際の業績は今後の経済情勢等により予想値と異なる場合があります。   

   

   

（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 

  簡便な会計処理  

   法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税控除項目を重要なものに限定する方法によって

 おります。 

   

   

（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。 

   

   

 該当事項はありません。   

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．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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 1,155,640 1,432,136 

受取手形及び売掛金 2,229,639 2,391,161 

製品 4,331,712 4,292,559 

仕掛品 74,853 55,823 

原材料 361,687 232,389 

その他 772,550 1,103,570 

貸倒引当金 △570 △700 

流動資産合計 8,925,514 9,506,940 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,568,798 1,485,490 

機械装置及び運搬具（純額） 161,589 142,186 

土地 2,148,247 2,134,149 

建設仮勘定 1,634 － 

その他（純額） 122,653 129,916 

有形固定資産合計 4,002,923 3,891,743 

無形固定資産 376,561 372,171 

投資その他の資産   

投資有価証券 78,160 69,034 

その他 79,341 89,191 

貸倒引当金 △435 △632 

投資その他の資産合計 157,065 157,593 

固定資産合計 4,536,550 4,421,508 

資産合計 13,462,064 13,928,449 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,500,617 2,387,522 

短期借入金 1,618,965 1,952,345 

1年内返済予定の長期借入金 932,307 1,035,231 

未払法人税等 39,962 29,779 

賞与引当金 32,700 15,450 

返品調整引当金 125,000 113,000 

その他 418,071 800,783 

流動負債合計 5,667,623 6,334,112 

固定負債   

長期借入金 1,951,522 1,879,695 

繰延税金負債 777 537 

再評価に係る繰延税金負債 367,967 323,013 

退職給付引当金 59,122 105,844 

その他 33,175 35,127 

固定負債合計 2,412,563 2,344,218 

負債合計 8,080,187 8,678,331 
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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 2,940,997 2,940,997 

資本剰余金 2,807,517 2,770,954 

利益剰余金 △668,723 △757,386 

自己株式 △1,793 △1,793 

株主資本合計 5,077,998 4,952,772 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,137 971 

繰延ヘッジ損益 △82,110 △121,703 

土地再評価差額金 368,457 413,410 

為替換算調整勘定 636 7,042 

その他の包括利益累計額合計 288,120 299,720 

少数株主持分 15,758 △2,375 

純資産合計 5,381,877 5,250,117 

負債純資産合計 13,462,064 13,928,449 

-4- 

山喜㈱(3598)平成24年３月期　第３四半期決算短信



（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） 

（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 11,453,221 12,539,902 

売上原価 8,303,611 9,177,497 

返品調整引当金戻入額 53,000 12,000 

売上総利益 3,202,610 3,374,404 

販売費及び一般管理費 3,277,155 3,354,702 

営業利益又は営業損失（△） △74,545 19,701 

営業外収益   

受取利息 3,128 3,188 

仕入割引 8,740 8,126 

受取手数料 41,335 53,524 

受取配当金 1,750 1,551 

その他 11,942 10,452 

営業外収益合計 66,896 76,843 

営業外費用   

支払利息 57,236 62,191 

為替差損 81,064 90,417 

その他 17,411 18,707 

営業外費用合計 155,711 171,317 

経常損失（△） △163,360 △74,772 

特別利益   

固定資産売却益 4,625 6,725 

投資有価証券売却益 － 80 

特別利益合計 4,625 6,805 

特別損失   

固定資産除売却損 119 129 

投資有価証券売却損 226 1,560 

投資有価証券評価損 － 28 

減損損失 － 1,278 

のれん償却額 － 10,791 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 551 － 

その他 － 1,225 

特別損失合計 897 15,013 

税金等調整前四半期純損失（△） △159,632 △82,980 

法人税等 23,641 35,439 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △183,274 △118,419 

少数株主損失（△） △17,493 △9,260 

四半期純損失（△） △165,780 △109,158 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △183,274 △118,419 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △2,193 △165 

土地再評価差額金 － 44,953 

繰延ヘッジ損益 △77,122 △39,593 

為替換算調整勘定 17,004 6,011 

その他の包括利益合計 △62,311 11,205 

四半期包括利益 △245,586 △107,214 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △228,463 △97,558 

少数株主に係る四半期包括利益 △17,122 △9,655 
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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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