
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

   

   

 

     

   

 

 
(％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率) 
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代  表  者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 服部 雅親
問合せ先責任者 (役職名) 総務部長兼経営企画部長 (氏名) 佐野 利之 (TEL) 03-3639-9191

四半期報告書提出予定日 平成25年８月２日 配当支払開始予定日 ―

四半期決算補足説明資料作成の有無 ：無

四半期決算説明会開催の有無 ：無

(百万円未満切捨て)

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６月30日）
（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１四半期 3,978 △2.8 467 △27.8 485 △26.4 299 △26.6
25年３月期第１四半期 4,093 4.7 647 15.8 659 16.1 407 23.1

(注) 包括利益 26年３月期第１四半期 288百万円(△29.4％) 25年３月期第１四半期 407百万円( 23.0％)

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１四半期 20.44 ―
25年３月期第１四半期 27.86 ―

（２）連結財政状態

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１四半期 19,041 10,956 57.5 748.15

25年３月期 19,166 11,107 58.0 758.48

(参考) 自己資本 26年３月期第１四半期 10,956百万円 25年３月期 11,107百万円

２．配当の状況

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 ― 12.00 ― 30.00 42.00
26年３月期 ―

26年３月期(予想) 12.00 ― 30.00 42.00

(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）

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

第２四半期(累計) 9,053 2.7 1,258 △21.6 1,278 △21.7 734 △26.5 50.12
通期 18,331 9.8 2,834 8.6 2,876 7.6 1,654 194.6 112.94

(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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年３月期１Ｑ 17,498,200株 25年３月期 17,498,200株

② 期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 2,853,182株 25年３月期 2,853,182株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 14,645,018株 25年３月期１Ｑ 14,645,249株

※ 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を実施中です。

※ 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、当社としてその実現を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条件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、四半期決算短信（添付資料）3ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」
をご覧ください。
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）経営成績に関する説明 

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の経済政策および金融緩和などを背景に、円安・株価上昇

が続くなど、景況感は徐々に改善してきておりますが、一方で、税制改正や海外経済の減速等の懸念材料もあり、先

行きは依然として不透明な状況で推移いたしました。 

また、呉服業界におきましても、市場の縮小傾向には歯止めがかかりつつあるものの、引き続き厳しい状況にある

ものと考えられます。 

このようななか、当社グループでは、商品構成や広告・販促施策の充実化を図り、積極的な営業活動を実施してま

いりました。当社グループにおけるセグメント別の状況は次のとおりであります。 

 

〔和装関連事業〕 

「振袖」販売については、来店者数および平均単価は微増となったものの成約率が低下傾向で推移したため、受注

高は前年同期比4.5％減となりました。また、既存顧客を対象とした「一般呉服」等の受注高についても、前年同期比

8.4％減となりました。 

以上により、和装関連事業の受注高は、前年同期比5.9％減の 3,892 百万円となりました。また売上高（出荷高）に

ついては、3.2％減の3,808百万円となりました。 

利益面においては、粗利益率は前年同期並の 64.0％となりました。販売費及び一般管理費については、広告宣伝費

及び人件費を中心に増加しており、対売上高比では前年同期と比べ 4.5 ポイント上回る比率となりました。この結果、

和装関連事業の営業利益は35.5％減の340百万円となりました。 

 

〔金融サービス事業〕 

金融サービス事業については、売上高は前年同期比 8.3％増の 170 百万円、営業利益は 5.5％増の 125 百万円となり

ました。 

 

この結果、当第１四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は前年同期に比べ2.8％減の3,978百万円、営業利益は

27.8％減の467百万円、経常利益は26.4％減の485百万円、四半期純利益は26.6％減の299百万円となりました。 

 

（２）財政状態に関する説明 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて 4.5％減少し、14,610 百万円となりました。これは、割賦売掛金が 102 百

万円増加し、現金及び預金が278百万円、有価証券が500百万円それぞれ減少したことなどによります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて 14.4％増加し、4,431 百万円となりました。これは、投資有価証券が 582

百万円増加したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて0.6％減少し、19,041百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて 0.3％増加し、7,936 百万円となりました。これは、販売促進引当金が 60

百万円、預り金が 52 百万円、買掛金が 51 百万円それぞれ増加し、未払法人税等が 188 百万円減少したことなどによ

ります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて0.2％増加し、148百万円となりました。 

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて0.3％増加し、8,085百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 1.4％減少し、10,956 百万円となりました。これは、利益剰余金が 139

百万円減少したことなどによります。 
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（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

現時点におきましては、平成25年4月25日に発表した業績予想から変更はありません。 

 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

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 

該当事項はありません。 
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,852,523 3,574,505

売掛金 17,307 55,036

割賦売掛金 6,420,527 6,523,464

有価証券 2,668,207 2,168,060

商品及び製品 1,851,202 1,710,381

原材料及び貯蔵品 34,294 48,440

その他 450,168 530,878

流動資産合計 15,294,232 14,610,768

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,447,508 1,447,508

その他（純額） 587,599 570,328

有形固定資産合計 2,035,107 2,017,836

無形固定資産 62,265 59,365

投資その他の資産   

投資有価証券 956,892 1,539,755

敷金及び保証金 750,493 744,090

その他 67,468 70,078

投資その他の資産合計 1,774,855 2,353,925

固定資産合計 3,872,228 4,431,127

資産合計 19,166,460 19,041,895
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 282,952 334,257

未払法人税等 432,197 243,516

前受金 1,212,598 1,210,486

預り金 3,637,763 3,690,196

賞与引当金 260,000 137,500

役員賞与引当金 13,800 －

販売促進引当金 119,570 180,540

割賦未実現利益 1,069,704 1,072,699

資産除去債務 73,517 73,517

その他 808,308 994,085

流動負債合計 7,910,412 7,936,801

固定負債   

長期未払金 6,540 6,540

資産除去債務 141,410 141,878

繰延税金負債 149 －

固定負債合計 148,099 148,418

負債合計 8,058,512 8,085,220

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,215,949 1,215,949

資本剰余金 1,708,256 1,708,256

利益剰余金 10,639,118 10,499,167

自己株式 △2,474,725 △2,474,725

株主資本合計 11,088,598 10,948,647

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 19,349 8,027

その他の包括利益累計額合計 19,349 8,027

純資産合計 11,107,948 10,956,675

負債純資産合計 19,166,460 19,041,895
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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１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 4,093,028 3,978,762

売上原価 1,460,981 1,418,423

売上総利益 2,632,046 2,560,338

販売費及び一般管理費 1,984,073 2,092,782

営業利益 647,973 467,555

営業外収益   

受取利息 1,209 873

受取配当金 － 1,165

信販取次手数料 8,960 14,173

雑収入 1,798 1,632

営業外収益合計 11,968 17,843

営業外費用   

雑損失 571 292

営業外費用合計 571 292

経常利益 659,370 485,106

特別損失   

固定資産除却損 2,692 4

特別損失合計 2,692 4

税金等調整前四半期純利益 656,677 485,101

法人税、住民税及び事業税 271,644 225,802

法人税等調整額 △22,920 △40,099

法人税等合計 248,723 185,702

少数株主損益調整前四半期純利益 407,953 299,399

四半期純利益 407,953 299,399
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 四半期連結包括利益計算書 
 第１四半期連結累計期間 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 407,953 299,399

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △108 △11,322

その他の包括利益合計 △108 △11,322

四半期包括利益 407,844 288,077

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 407,844 288,077

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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（３）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） 

該当事項はありません。 

 

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記） 

該当事項はありません。 

 

 （セグメント情報等） 

【セグメント情報】 

前第１四半期連結累計期間（自 平成24年4月1日 至 平成24年6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 セグメント間取引消去によるものであります。 

２ セグメント利益は、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。 

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成25年4月1日 至 平成25年6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 セグメント間取引消去によるものであります。 

２ セグメント利益は、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。 

 

   （単位：千円） 

報告セグメント 

 
和装関連事業 金融サービス事業 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２ 

売上高      

外部顧客への売上高 3,935,873 157,154 4,093,028 ― 4,093,028

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― 7,793 7,793 △7,793 ―

計 3,935,873 164,947 4,100,821 △7,793 4,093,028

セグメント利益 528,605 118,872 647,477 495 647,973

   （単位：千円） 

報告セグメント 

 
和装関連事業 金融サービス事業 計 

調整額 
(注)１ 

四半期連結損益
計算書計上額 

(注)２ 

売上高      

外部顧客への売上高 3,808,568 170,193 3,978,762 ― 3,978,762

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― 5,661 5,661 △5,661 ―

計 3,808,568 175,855 3,984,424 △5,661 3,978,762

セグメント利益 340,974 125,377 466,351 1,203 467,555
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