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（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 
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  （百万円未満切捨て）

（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 ％ 

26年３月期第２四半期  29,374  0.8  1,122  16.1  1,260  18.5  863  190.8

25年３月期第２四半期  29,139  △7.7  966  29.8  1,063  42.1  296  20.1

（注）包括利益 26年３月期第２四半期 1,264百万円（ ％） 282.8   25年３月期第２四半期 330百万円 （ ％） 12.0

  
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 

26年３月期第２四半期  16.77  －

25年３月期第２四半期  5.77  －

  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 

26年３月期第２四半期  52,746  40,634  76.5  783.60

25年３月期  52,079  39,834  76.0  768.61

（参考）自己資本 26年３月期第２四半期 40,343百万円   25年３月期 39,572百万円 

  
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 

25年３月期  － 9.00 － 9.00  18.00

26年３月期  － 9.00     

26年３月期（予想）     － 9.00  18.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無： 無

３．平成26年３月期の連結業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

  （％表示は、対前期増減率）

  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  58,413  5.4  1,293  202.5  1,456  36.5  658  533.8  12.80

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無



※  注記事項 

新規   社  （社名）              、除外   社  （社名）  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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３ページ「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）四半期連結財務諸表の作

成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。

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） 26年３月期２Ｑ 56,057,474株 25年３月期 56,057,474株

②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 4,572,596株 25年３月期 4,572,077株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期２Ｑ 51,485,092株 25年３月期２Ｑ 51,485,922株

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財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。

上記に記載した予想数値は、発表日現在で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含

んでおります。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。なお、上記予想に関する事項

は、添付資料２ページ「（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照下さい。
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（１）経営成績に関する説明 

  当第２四半期連結累計期間における国内の経済状況は、ゆるやかな回復基調となっており、景況感の改善が徐々

に個人消費も押し上げてきていると見られています。 

 小売業界におきましては、高額品が牽引役となっている業種が伸びている一方、まだ消費者の所得が追いついて

いない状況であることから、回復の実感が得られていない業種もあり、濃淡が出てきていると思われます。 

 当社グループにおきましても、単価は回復しつつあり、お客様に機能性や付加価値を実感していただける商品の

提案、サービスの向上に引続き取組んでいる中、徐々に成果は出てきております。 

 また主要子会社であります㈱三城におきましては、前年度に不採算店舗の退店を進めたことで、売上高の減少は

あるものの、前年度控えていた広告宣伝や販売促進を行っていることもあり、既存店の売上高は徐々に回復してき

ております。 

 海外子会社におきましては、東南アジアの法人は確実に利益を出しており堅調に推移しております。中国法人に

おきましては、景気状況などによる懸念材料は残っておりますが、人件費増要因などによる厳しい状況は回復しつ

つあります。また、店舗整理を進めておりますオーストラリア法人の不採算額が減少していることもあり、海外法

人の収益は大きく改善しております。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高29,374百万円（前年同期比0.8％増）、営業利

益1,122百万円（前年同期比16.1％増）、経常利益1,260百万円（前年同期比18.5％増）、四半期純利益863百万円

（前年同期比190.8％増）となりました。 

  

 報告セグメント情報の状況は、次の通りであります。 

 1）日本 

国内の売上高は25,730百万円（前年同期比2.6％減）、セグメント利益1,124百万円（前年同期比1.2％増）と

なりました。  

 2）海外 

海外の売上高は3,849百万円（前年同期比32.7％増）、セグメント損失0.9百万円（前年同四半期はセグメン

ト損失147百万円）となりました。   

    

（２）財政状態に関する説明 

（資産、負債および純資産の状況） 

 総資産は前連結会計年度末に比べ667百万円増加して52,746百万円となりました。これは主に投資その他の資産

における長期預金が3,000百万円減少したものの、投資その他の資産におけるその他に含まれている投資有価証券

が2,067百万円、流動資産における現金及び預金が1,631百万円増加したことによるものです。 

 負債は前連結会計年度末に比べ132百万円減少して12,111百万円となりました。これは主に流動負債における支

払手形及び買掛金が255百万円増加したものの、未払金が416百万円減少したことによるものです。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ800百万円増加して40,634百万円となりました。 これは主に利益剰余金が398

百万円、為替換算調整勘定が352百万円増加したことによるものです。     

（キャッシュ・フローの状況）   

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は前連結会計年度末に対して

2,606百万円増加し、12,249百万円となりました。 

 営業活動の結果得られた資金は1,440百万円（前年同四半期は2,669百万円の収入）となりました。この内訳の主

なものは、税金等調整前四半期純利益1,383百万円によるものです。 

 投資活動の結果得られた資金は1,520百万円（前年同四半期は1,800百万円の支出）となりました。この内訳の主

なものは、投資有価証券の取得による支出5,143百万円があるものの、投資有価証券の売却による収入3,154百万円

と定期預金の純増減額による収入4,000百万円によるものです。 

 財務活動の結果使用した資金は448百万円（前年同四半期は450百万円の支出）となりました。この内訳の主なも

のは、配当金の支払による支出463百万円によるものです。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

平成25年５月15日に公表しました通期業績予想につきまして、修正は行っておりません。  

 しかし、事業会社の業績推移や新規事業展開の進捗状況、および世界情勢の変化等により、修正が必要と判断し

た場合には速やかに開示する予定です。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報



（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 

(税金費用の計算） 

 当社及び一部の国内連結子会社は、税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税

率を乗じて計算しております。 

     

（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。 

   

   

２．サマリー情報（注記事項）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25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,332 15,964

受取手形及び売掛金 3,277 3,065

有価証券 882 883

商品及び製品 8,954 9,191

原材料及び貯蔵品 704 830

繰延税金資産 673 681

その他 1,128 1,026

貸倒引当金 △100 △105

流動資産合計 29,854 31,535

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,548 3,426

機械及び装置（純額） 15 16

工具、器具及び備品（純額） 1,344 1,268

土地 1,062 1,062

建設仮勘定 30 43

その他（純額） 172 126

有形固定資産合計 6,174 5,943

無形固定資産 1,526 1,623

投資その他の資産   

長期預金 5,000 2,000

敷金及び保証金 7,491 7,307

建設協力金 362 314

その他 1,680 4,032

貸倒引当金 △11 △11

投資その他の資産合計 14,523 13,643

固定資産合計 22,224 21,210

資産合計 52,079 52,746



（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,570 1,825

短期借入金 1,382 1,477

未払金 2,503 2,086

未払法人税等 274 497

賞与引当金 77 84

店舗閉鎖損失引当金 146 56

その他 1,463 1,280

流動負債合計 7,417 7,309

固定負債   

長期借入金 4,000 4,000

役員退職慰労引当金 55 61

資産除去債務 340 335

その他 431 405

固定負債合計 4,827 4,802

負債合計 12,244 12,111

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,901 5,901

資本剰余金 6,829 6,829

利益剰余金 35,557 35,956

自己株式 △8,401 △8,401

株主資本合計 39,886 40,285

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 44 65

為替換算調整勘定 △359 △7

その他の包括利益累計額合計 △314 57

少数株主持分 262 291

純資産合計 39,834 40,634

負債純資産合計 52,079 52,746



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 29,139 29,374

売上原価 9,369 9,595

売上総利益 19,770 19,779

販売費及び一般管理費 18,803 18,657

営業利益 966 1,122

営業外収益   

受取利息 22 22

受取賃貸料 16 11

為替差益 － 0

受取手数料 38 45

貯蔵品売却益 71 －

店舗閉鎖損失引当金戻入額 － 36

その他 43 67

営業外収益合計 192 182

営業外費用   

支払利息 13 20

為替差損 63 －

支払手数料 11 13

その他 7 9

営業外費用合計 95 44

経常利益 1,063 1,260

特別利益   

固定資産売却益 3 0

投資有価証券売却益 － 154

特別利益合計 3 155

特別損失   

固定資産除売却損 44 22

店舗解約損失金 2 9

投資有価証券評価損 3 0

店舗閉鎖損失引当金繰入額 31 －

特別損失合計 81 31

税金等調整前四半期純利益 985 1,383

法人税等 688 500

少数株主損益調整前四半期純利益 296 883

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 19

四半期純利益 296 863



（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24年４月１日 
 至 平成24年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 296 883

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △20 20

為替換算調整勘定 54 361

その他の包括利益合計 34 381

四半期包括利益 330 1,264

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 335 1,236

少数株主に係る四半期包括利益 △4 28



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 985 1,383

減価償却費及びその他の償却費 746 678

賞与引当金の増減額（△は減少） 6 7

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1 6

店舗閉鎖損失引当金の増減額（△は減少） 31 △58

受取利息及び受取配当金 △25 △23

支払利息 13 20

為替差損益（△は益） 42 41

有形固定資産除売却損益（△は益） 41 21

投資有価証券売却損益（△は益） － △154

投資有価証券評価損益（△は益） 3 0

売上債権の増減額（△は増加） 38 246

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,005 △200

その他の資産の増減額（△は増加） △216 54

仕入債務の増減額（△は減少） 156 120

その他の負債の増減額（△は減少） △18 △480

その他 38 21

小計 2,848 1,685

利息及び配当金の受取額 31 35

利息の支払額 △13 △20

法人税等の支払額 △196 △260

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,669 1,440

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △1,041 4,000

有形固定資産の取得による支出 △429 △286

投資有価証券の取得による支出 △5 △5,143

投資有価証券の売却による収入 － 3,154

敷金及び保証金の差入による支出 △142 △72

敷金及び保証金の回収による収入 179 351

建設協力金の回収による収入 59 53

その他 △421 △537

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,800 1,520

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 62 63

自己株式の純増減額（△は増加） △0 △0

配当金の支払額 △462 △463

その他 △49 △48

財務活動によるキャッシュ・フロー △450 △448

現金及び現金同等物に係る換算差額 1 94

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 421 2,606

現金及び現金同等物の期首残高 10,249 9,642

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減
額（△は減少）

2 －

現金及び現金同等物の四半期末残高 10,673 12,249



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．セグメント利益又は損失（△）の調整額３百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）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 

該当事項はありません。  

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成25年４月１日 至平成25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．セグメント利益又は損失（△）の調整額△１百万円は、セグメント間取引消去であります。 

２．セグメント利益又は損失（△）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 

該当事項はありません。  

  

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

（単位：百万円）

  報告セグメント 
調整額 
（注）1 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

  日本 海外 計 

売上高           

外部顧客への売上高 26,308  2,830  29,139  －  29,139

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 98  70  168  △168  －

計  26,407  2,901  29,308  △168  29,139

セグメント利益又は損失（△）  1,110  △147  963  3  966

（単位：百万円）

  報告セグメント 
調整額 
（注）1 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

  日本 海外 計 

売上高           

外部顧客への売上高 25,619  3,755  29,374  －  29,374

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 111  94  205  △205  －

計  25,730  3,849  29,580  △205  29,374

セグメント利益又は損失（△）  1,124  △0  1,123  △1  1,122
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