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業績予想の修正、特別損失の計上および配当予想の修正（増配）に関するお知らせ 

 

当社は、平成 24 年３月７日に「業績予想の修正に関するお知らせ」および「（訂正・数値データ訂正あ

り）業績予想の修正に関するお知らせ」にて公表しました平成 24 年８月期（平成 23 年９月１日～平成 24

年８月 31 日）の通期の業績予想数値の修正、平成 24 年８月期第４四半期会計期間に計上する特別損失、

および配当予想の修正（増配）について下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 
１．平成 24 年８月期通期業績予想数値の修正 

（１）通期連結業績予想の修正（平成 23 年９月１日～平成 24 年８月 31 日） 

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

前回発表予想（Ａ） 61,600 1,720 1,710 755 61.63

今回修正予想（Ｂ） 61,604 2,098 2,106 900 73.52

増 減 額 （Ｂ-Ａ） 4 378 396 145 －

増  減  率（ ％ ） 0.0 22.0 23.2 19.2 －

（ご参考）前期実績
（平成23年８月期） － － － － －

 

 

（２）通期個別業績予想の修正（平成 23 年９月１日～平成 24 年８月 31 日） 

売上高 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 円 銭

前回発表予想（Ａ） 53,000 1,735 790 64.48

今回修正予想（Ｂ） 53,096 2,115 897 73.30

増 減 額 （Ｂ-Ａ） 96 380 107 －

増  減  率（ ％ ） 0.2 21.9 13.5 －

（ご参考）前期実績
（平成23年８月期） 49,611 2,274 769 64.20
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（３）修正の理由 

ａ.連結業績予想 

個別業績予想の修正理由に記載するとおり提出会社の業績が改善したことに加え、子会社であ

る株式会社ビーアンドディーにて販売費および一般管理費全体のコントロールを強化した結果、

グループ全体の経費が抑制され収益が改善いたしました。これに加え、後述する ２（１）に記

載のとおり特別損失 282 百万円を計上いたしました。これにより通期の連結売上高は 4 百万円増

加し 61,604 百万円、連結営業利益は 378 百万円増加し 2,098 百万円、連結経常利益は 396 百万円

増加し 2,106 百万円、当期純利益は 145 百万円増加し 900 百万円となる見込みです。 

  

ｂ.個別業績予想 

７月後半より安定した天候に恵まれ、かつ残暑が長く継続していたことにより、夏物商品につ

いて値引き販売による在庫消化負担が軽減されたことなどから、売上総利益率が見通しを上回る

こととなりました。また、販促活動をはじめとした販売費および一般管理費全体についてコント

ロールを強化した結果、経費が抑制され収益が改善いたしました。これに加え、後述する ２（２）

に記載のとおり特別損失 248 百万円を計上いたしました。これにより通期の業績について、売上

高は 96 百万円増加し 53,096 百万円、経常利益は 380 百万円増加し 2,115 百万円、当期純利益は

107 百万円増加し 897 百万円となる見込みです。 

 

※ 上記の予想につきましては、発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実

際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

 

 

２．特別損失の計上 

当社は、平成 24 年８月期第４四半期連結会計期間において、下記の特別損失を計上いたしましたので

お知らせいたします。 

 

（１）特別損失の計上（連結） 

①「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき減損処理を行い、198 百万円を計上いたしました。 

  ②「金融商品に関する会計基準」に基づき減損処理を行い、83 百万円を計上いたしました。 

   連結での特別損失の計上額は合計 282 百万円となりました。  

  

（２）特別損失の計上（個別） 

     ①「固定資産の減損に係る会計基準」に基づき減損処理を行い、164 百万円を計上いたしました。 

②「金融商品に関する会計基準」に基づき減損処理を行い、83 百万円を計上いたしました。 

   個別での特別損失の計上額は合計 248 百万円となりました。  
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３．配当予想の修正（増配） 

当社は、平成 24 年９月 24 日開催の取締役会において、以下のとおり、１株当たり配当予想について、

修正することといたしましたので、お知らせいたします。 

 

（１）配当予想修正の理由 

当社は、平成 24 年５月 18 日をもちまして、東京証券取引所および名古屋証券取引所市場第一部銘

柄に指定されました。 

これもひとえに、株主の皆様をはじめ、これまでお力添えをいただきました多くの関係者の皆様の

ご支援の賜物と心より感謝申し上げます。 

つきましては、株主の皆様の日頃のご支援にお応えするとともに、今後も引き続きご支援を賜りた

く、平成 24年 8 月期期末配当予想について、１株当たり６円の期末配当に、６円の市場第一部銘柄指

定記念配当を加え、合計 12 円とさせていただきます。 

なお、本件は平成 24 年 11 月 28 日開催予定の第 37 期定時株主総会に付議する予定であります。 

 

（２）配当予想修正の内容 

第２四半期末 期末 合計

前回予想 ６円 ６円 12円

平成24年６月25日発表 （普通配当 ６円） （普通配当 ６円） （普通配当 12円）

12円 18円

（普通配当 ６円） （普通配当 12円）

（記念配当 ６円） （記念配当 ６円）

６円

（普通配当 ６円）

前期実績 ６円 ６円 12円

（平成23年８月期） （普通配当 ６円） （普通配当 ６円） （普通配当 12円）

今回修正予想

当期実績

年間配当金

－ －

－

 

 

以上 
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