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（１）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８月期第３四半期 64,310 △3.6 3,875 △11.6 3,793 △12.2 2,019 13.4

24年８月期第３四半期 66,714 9.0 4,384 43.6 4,319 46.1 1,781 －

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８月期第３四半期 74.96 74.37

24年８月期第３四半期 66.21 65.91

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

25年８月期第３四半期 67,524 33,325 49.2 1,227.12

24年８月期 59,535 31,801 53.2 1,177.44

（参考）自己資本 25年８月期第３四半期 33,220百万円 24年８月期 31,683百万円

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

24年８月期 － 0.00 － 15.00 15.00

25年８月期 － 10.00 －

25年８月期（予想） 10.00 20.00

（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25年８月期の業績予想（平成24年８月21日～平成25年８月20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 84,500 △1.0 3,900 △2.3 3,750 △6.5 1,750 △7.3 64.94

（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

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（３）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）四半期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P.３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（１）四半期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 ： 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 ： 有

④  修正再表示 ： 無

（注）詳細は、添付資料P.３「２．サマリー情報（注記事項）に関する事項（２）会計方針の変更・会計上の見積

りの変更・修正再表示」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年８月期３Ｑ 29,631,500株 24年８月期 29,631,500株

②  期末自己株式数 25年８月期３Ｑ 2,560,031株 24年８月期 2,722,795株

③  期中平均株式数（四半期累計） 25年８月期３Ｑ 26,945,894株 24年８月期３Ｑ 26,908,745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のレビュー手続は終了しておりません。

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、当社が本資料の発表日現在において入手可能な情報

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。また、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。
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(1）経営成績に関する定性的情報

当第３四半期累計期間（平成24年８月21日～平成25年５月20日）におけるわが国経済は、昨年12月の政権交代

を契機として、緩やかに持ち直しの動きがみられ、先行きについても輸出環境の改善や経済政策、金融政策の効

果などを背景とするマインドの改善など、景気回復に向かうことが期待されるものの、依然として海外景気の下

振れが景気下押しリスクとなる状況で推移いたしました。

このような状況の中、当社はジーンズショップとしてお客様のご期待にお応えするために、前期に引き続きジ

ーンズを中心としたボトムスの品揃えを強化してまいりました。ナショナルブランド商品の充実を図るととも

に、「和紙でにむ」（横糸に和紙糸を使用し織り上げることで軽く、吸汗・速乾性に優れたデニム）や「リラク

シーデニム」（スウェットパンツのような穿き心地の新感覚デニム）など、当社ならではの高品質・高付加価値

なプライベートブランド商品の開発に努めてまいりました。また、トップスにおきましても、様々なテイストの

商品をバランスよく取り揃えるよう努めてまいりました。

マーケティング活動におきましては、ＴＶＣＭや雑誌など従来のメディアによる訴求に加え、フリーファッシ

ョンマガジン「ＲＥＡＬ」の発刊や、デニムの魅力を発信する参加型ウェブサイト「ＤＥＮＩＭ ＣＯＬＬＥＧ

Ｅ」を開設するなど、更なるファン層の拡大に努めてまいりました。

店舗展開におきましては、神戸ハーバーランドｕｍｉｅ店（兵庫県神戸市中央区）をはじめとして９店舗を出

店するとともに、効率化を図るため11店舗を閉店し、当第３四半期会計期間末店舗数は479店舗となりました。

また、常に新鮮で魅力的な売場を保つために、積極的にリニューアルを行い、既存店の活性化を図ってまいりま

した。

当第３四半期累計期間におきましては、上半期は10月下旬まで気温が高かったことにより秋物商品の販売は厳

しく、冬物商品も気温の低下とともに保温・発熱機能付きのボトムスやモッズコート、ウール素材アウターなど

一部堅調に推移した商品もあったものの全般的に売上は苦戦いたしました。当第３四半期会計期間におきまして

も、例年より気温の低い日が続いた影響で、春物商品の動きは総じて鈍く、売上は伸び悩みました。

その結果、当第３四半期累計期間の売上高は 百万円（前年同四半期比 ％減）となりました。値下げ

ロスを抑えたことにより売上総利益率が向上したものの、店舗販売体制の強化やマーケティング活動の強化、店

舗リニューアルなどによる、新たなブランディングの構築に向けた販管費の増加があったため、営業利益は

百万円（前年同四半期比 ％減）、経常利益は 百万円（前年同四半期比 ％減）、四半期純利益

は 百万円（前年同四半期比 ％増）となりました。

１．当四半期決算に関する定性的情報

64,310 3.6

3,875 11.6 3,793 12.2

2,019 13.4
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(2）財政状態に関する定性的情報

財政状態の分析

当第３四半期会計期間末の総資産は、前事業年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりまし

た。

流動資産は、前事業年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に商品が

百万円、現金及び預金が 百万円それぞれ増加したことによるものであります。

固定資産は、前事業年度末に比べて 百万円減少し、 百万円となりました。これは主に敷金及び保証

金が 百万円減少したことによるものであります。

当第３四半期会計期間末の負債合計は、前事業年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりまし

た。

流動負債は、前事業年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に支払手形及

び買掛金が 百万円、支払信託が 百万円それぞれ増加したことによるものであります。

固定負債は、前事業年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりました。これは主に長期借入金

が 百万円増加したことによるものであります。

当第３四半期会計期間末の純資産合計は、前事業年度末に比べて 百万円増加し、 百万円となりま

した。これは主に利益剰余金の増加があったことによるものであり、総資産に占める自己資本比率は ％とな

りました。

(3）業績予想に関する定性的情報

業績予想につきましては、平成25年４月１日の「平成25年８月期 第２四半期決算短信〔日本基準〕（非連

結）」で公表いたしました業績予想から変更はありません。

なお、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、当社が本資料の発表日現在において入手

可能な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。また、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。

（１）四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当第３四半期会計期間を含む事業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。

但し、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、税引前

四半期純損益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法定実効税率を乗じて計算しておりま

す。

（２）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期会計期間より、平成24年８月21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、これによる当第３四半期累計期間の営業利益、経常利益及び税引前四半期純利益に与える影響は軽

微であります。

7,989 67,524

8,857 43,719 3,703

3,994

868 23,805

645

6,465 34,199

3,570 22,328

1,903 1,552

2,895 11,871

3,275

1,524 33,325

49.2

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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３．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：百万円）

前事業年度
(平成24年８月20日)

当第３四半期会計期間
(平成25年５月20日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 19,063 23,057

売掛金 1,337 1,799

商品 12,424 16,128

その他 2,036 2,733

流動資産合計 34,861 43,719

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 8,012 7,888

工具、器具及び備品（純額） 1,491 1,293

その他（純額） 2,181 2,158

有形固定資産合計 11,685 11,341

無形固定資産

ソフトウエア 420 501

その他 111 75

無形固定資産合計 532 577

投資その他の資産

敷金及び保証金 11,676 11,030

その他 942 1,008

貸倒引当金 △163 △151

投資その他の資産合計 12,456 11,887

固定資産合計 24,674 23,805

資産合計 59,535 67,524

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 1,788 3,692

支払信託 8,614 10,166

1年内返済予定の長期借入金 3,324 3,120

1年内償還予定の社債 700 700

未払法人税等 1,242 812

賞与引当金 401 220

資産除去債務 39 2

その他 2,648 3,613

流動負債合計 18,758 22,328

固定負債

社債 1,050 700

長期借入金 5,260 8,535

資産除去債務 2,463 2,446

その他 202 190

固定負債合計 8,976 11,871

負債合計 27,734 34,199
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（単位：百万円）

前事業年度
(平成24年８月20日)

当第３四半期会計期間
(平成25年５月20日)

純資産の部

株主資本

資本金 6,195 6,195

資本剰余金 6,481 6,481

利益剰余金 22,498 23,725

自己株式 △3,485 △3,277

株主資本合計 31,690 33,125

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △8 67

繰延ヘッジ損益 1 26

評価・換算差額等合計 △7 94

新株予約権 117 105

純資産合計 31,801 33,325

負債純資産合計 59,535 67,524
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（２）四半期損益計算書
（第３四半期累計期間）

（単位：百万円）

前第３四半期累計期間
(自 平成23年８月21日
至 平成24年５月20日)

当第３四半期累計期間
(自 平成24年８月21日
至 平成25年５月20日)

売上高 66,714 64,310

売上原価 34,987 32,442

売上総利益 31,726 31,867

販売費及び一般管理費 27,342 27,992

営業利益 4,384 3,875

営業外収益

受取家賃 71 71

什器負担金収入 － 59

貸倒引当金戻入額 56 11

その他 52 41

営業外収益合計 180 184

営業外費用

支払利息 150 129

賃貸費用 64 66

支払手数料 － 66

その他 29 4

営業外費用合計 245 267

経常利益 4,319 3,793

特別利益

新株予約権戻入益 － 5

移転補償金 － 24

特別利益合計 － 29

特別損失

固定資産除却損 59 182

店舗閉鎖損失 74 7

減損損失 61 37

特別損失合計 196 228

税引前四半期純利益 4,122 3,594

法人税等 2,341 1,574

四半期純利益 1,781 2,019
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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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