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1.  平成25年9月期第2四半期の連結業績（平成24年10月1日～平成25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 ％

25年9月期第2四半期 36,865 △0.9 4,012 2.6 8,962 76.2 6,090 22.9
24年9月期第2四半期 37,201 2.5 3,911 50.5 5,087 49.2 4,953 798.0

（注）包括利益 25年9月期第2四半期 7,998百万円 （59.7％） 24年9月期第2四半期 5,009百万円 （730.3％）

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9月期第2四半期 209.14 ―
24年9月期第2四半期 170.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年9月期第2四半期 74,496 45,691 59.2
24年9月期 69,639 38,275 54.9
（参考） 自己資本   25年9月期第2四半期  44,119百万円 24年9月期  38,232百万円

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9月期 ― 0.00 ― 20.00 20.00
25年9月期 ― 10.00
25年9月期（予想） ― 10.00 20.00

3. 平成25年 9月期の連結業績予想（平成24年10月 1日～平成25年 9月30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 64,625 △2.1 4,006 △5.6 9,514 87.1 6,000 19.6 206.03



(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 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。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。業績予想の前提となる仮定及び業績
予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料Ｐ２「１．当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。

※  注記事項

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   ：  無
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9月期2Q 31,146,685 株 24年9月期 31,146,685 株
② 期末自己株式数 25年9月期2Q 2,024,636 株 24年9月期 2,024,213 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年9月期2Q 29,122,287 株 24年9月期2Q 29,122,830 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我が国経済は、昨年末以降の景気対策等に対する期待感の高まりや、株価

が上昇するなど景気は改善傾向にあり、小売業をとりまく環境は一部に明るさを取り戻しているものの、消費全般

としては依然として厳しい状況が続いております。 

このような経済状況のもと、年間を通じて 大の商戦であるフレッシャーズ商戦が順調に推移し、主力アイテ

ムのスーツも堅調に売上を伸ばしたことにより、計画を上回り推移いたしました。 

主力のファッション事業におきましては、ニュージーランドプロジェクトを立ち上げ、第1弾として発売し

た“LIMITED WOOL”商品など高い評価をいただきました。また、インターネットショッピング（ECサイト）部門及

びフレッシャーズ商戦を通じてウィメンズ商品群が売上に大きく貢献いたしました。 

グループの店舗数（連結対象店舗）につきましては、SUIT SELECTを中心に、東京恵比寿の旗艦店舗をはじめ、

仙台、東京浅草、大阪、福岡などに計8店舗出店する一方で、契約期間満了等に伴う15店舗を閉店したことにより

392店舗となりました。 

このような経済状況のもと、当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高は368億65百万円（前年同期比

0.9％減）、営業利益は40億12百万円（前年同期比2.6％増）となり、営業外収益にデリバティブ評価益50億46百万

円の計上等により、経常利益は89億62百万円（前年同期比76.2％増）、四半期純利益は60億90百万円（前年同期比

22.9％増）となりました。 

     

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動資産は338億97百万円となり、前連結会計年度末に比べ39億74百万円

増加いたしました。これは主に現金及び預金が24億6百万円、売掛金が12億34百万円増加したことによるものであ

ります。固定資産は405億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ8億82百万円増加いたしました。これは主に敷

金及び保証金が6億37百万円減少したものの、投資有価証券が6億64百万円、長期貸付金が5億85百万円増加したこ

とによるものであります。 

 この結果、総資産は744億96百万円となり、前連結会計年度末と比べ48億56百万円増加いたしました。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は169億10百万円となり、前連結会計年度末と比べ106億34百万円

減少いたしました。これは主に短期借入金が69億26百万円、デリバティブ負債が50億46百万円減少したことによる

ものであります。固定負債は118億94百万円となり、前連結会計年度末と比べ80億75百万円増加いたしました。こ

れは主に長期借入金が83億24百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は288億5百万円となり、前連結会計年度末と比べ25億58百万円減少いたしました。 

（純資産）  

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は456億91百万円となり、前連結会計年度末に比べ74億15百万

円増加いたしました。これは主に四半期純利益60億90百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は59.2％（前連結会計年度末は54.9％）となりました。 

     

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

平成24年11月９日に公表しました業績予想を修正しております。 

詳細につきましては、本日発表の「平成25年９月期通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

   

   

（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 

  （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10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、この変更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：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 10,001 12,408

受取手形及び売掛金 1,558 2,793

商品及び製品 16,944 17,155

原材料及び貯蔵品 95 93

その他 1,325 1,449

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 29,922 33,897

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,924 10,893

土地 12,883 12,883

その他（純額） 869 938

有形固定資産合計 24,677 24,716

無形固定資産   

のれん 8 7

その他 498 441

無形固定資産合計 507 448

投資その他の資産   

投資有価証券 1,807 2,472

敷金及び保証金 9,110 8,473

その他 4,123 4,967

貸倒引当金 △315 △478

投資損失引当金 △194 －

投資その他の資産合計 14,531 15,434

固定資産合計 39,717 40,599

資産合計 69,639 74,496

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,491 7,175

短期借入金 10,512 3,586

1年内返済予定の長期借入金 2,653 1,258

未払法人税等 250 1,229

賞与引当金 436 399

役員賞与引当金 7 －

デリバティブ負債 5,972 925

その他 2,221 2,336

流動負債合計 27,544 16,910
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年３月31日) 

固定負債   

長期借入金 99 8,424

退職給付引当金 802 829

役員退職慰労引当金 105 110

ポイント引当金 1,595 1,381

その他 1,216 1,148

固定負債合計 3,819 11,894

負債合計 31,363 28,805

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,305 5,305

資本剰余金 14,745 14,745

利益剰余金 21,747 27,255

自己株式 △3,338 △3,338

株主資本合計 38,459 43,967

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △227 151

その他の包括利益累計額合計 △227 151

少数株主持分 43 1,572

純資産合計 38,275 45,691

負債純資産合計 69,639 74,496
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（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10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

売上高 37,201 36,865

売上原価 17,673 17,223

売上総利益 19,527 19,641

販売費及び一般管理費 15,615 15,629

営業利益 3,911 4,012

営業外収益   

受取利息 31 32

受取配当金 17 19

不動産賃貸料 223 221

デリバティブ評価益 1,367 5,046

負ののれん償却額 549 23

その他 145 366

営業外収益合計 2,335 5,710

営業外費用   

支払利息 125 105

貸倒引当金繰入額 － 163

為替差損 841 364

その他 193 125

営業外費用合計 1,159 760

経常利益 5,087 8,962

特別利益   

固定資産売却益 19 2

特別利益合計 19 2

特別損失   

固定資産除却損 6 34

減損損失 85 161

災害による損失 4 －

その他 8 －

特別損失合計 104 196

税金等調整前四半期純利益 5,002 8,768

法人税、住民税及び事業税 86 1,127

法人税等調整額 △37 33

法人税等合計 49 1,160

少数株主損益調整前四半期純利益 4,953 7,608

少数株主利益 － 1,517

四半期純利益 4,953 6,090
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（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10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4,953 7,608

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 55 390

その他の包括利益合計 55 390

四半期包括利益 5,009 7,998

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 5,009 6,469

少数株主に係る四半期包括利益 － 1,529
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（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23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31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 5,002 8,768

減価償却費 682 707

減損損失 85 161

災害損失 4 －

負ののれん償却額 △549 △23

デリバティブ評価損益（△は益） △1,367 △5,046

貸倒引当金の増減額（△は減少） △26 163

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29 27

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4 5

ポイント引当金の増減額（△は減少） △172 △213

賞与引当金の増減額（△は減少） 54 △37

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6 △7

長期貸付金の家賃相殺額 158 158

敷金及び保証金の家賃相殺額 108 75

固定資産売却損益（△は益） △19 △2

固定資産除却損 6 34

受取利息及び受取配当金 △49 △52

支払利息 125 105

為替差損益（△は益） 34 △144

売上債権の増減額（△は増加） △1,261 △1,234

たな卸資産の増減額（△は増加） 367 △209

仕入債務の増減額（△は減少） 2,339 1,354

未払消費税等の増減額（△は減少） 74 20

その他 730 185

小計 6,356 4,795

利息及び配当金の受取額 22 23

利息の支払額 △120 △97

災害損失の支払額 △13 －

法人税等の支払額 △174 △174

法人税等の還付額 3 5

営業活動によるキャッシュ・フロー 6,074 4,553
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（単位：百万円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年３月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年10月１日 
 至 平成25年３月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △260 △458

定期預金の払戻による収入 212 10

有形固定資産の取得による支出 △395 △946

有形固定資産の売却による収入 96 2

有形固定資産の除却による支出 △2 △89

有価証券の売却による収入 150 －

投資有価証券の取得による支出 △270 △261

投資有価証券の売却及び償還による収入 9 33

敷金及び保証金の差入による支出 △128 △114

敷金及び保証金の回収による収入 101 450

貸付けによる支出 △21 △715

貸付金の回収による収入 34 32

その他 △9 △5

投資活動によるキャッシュ・フロー △482 △2,061

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） △821 △6,926

長期借入れによる収入 75 9,516

長期借入金の返済による支出 △1,077 △2,587

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △201 △577

その他 △38 △40

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,064 △616

現金及び現金同等物に係る換算差額 △34 53

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 3,492 1,929

現金及び現金同等物の期首残高 8,989 9,985

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,482 11,915
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  該当事項ありません。 

   

   

  該当事項はありません。 

   

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）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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