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1.  平成25年12月期第2四半期の連結業績（平成25年1月1日～平成25年6月30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12月期第2四半期 50,816 △1.9 2,842 10.4 3,105 19.5 △166 ―
24年12月期第2四半期 51,804 8.6 2,574 ― 2,599 ― 1,345 ―

（注）包括利益 25年12月期第2四半期 2,699百万円 （48.1％） 24年12月期第2四半期 1,822百万円 （―％）

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12月期第2四半期 △1.33 ―
24年12月期第2四半期 10.70 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

25年12月期第2四半期 92,759 49,922 53.8
24年12月期 97,102 48,231 49.7
（参考） 自己資本   25年12月期第2四半期  49,922百万円 24年12月期  48,231百万円

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12月期 ― 0.00 ― 8.00 8.00
25年12月期 ― 0.00
25年12月期（予想） ― 8.00 8.00

3. 平成25年12月期の連結業績予想（平成25年 1月 1日～平成25年12月31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 108,000 0.3 6,400 9.3 6,500 9.5 3,000 39.9 23.86



(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 

（注）「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第10条の５に該当するものであります。詳細は、添付資料２ページ「２．サマリー情報
（注記事項）に関する事項（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示」をご参照ください。 

(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
半期連結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 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する事項は、当社が現在入手可能な情報に基づき作成したものであり、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、実際の業績等は今後様々な要因によって異なる場合があります。上記業績予想に関する事項は、添付資料２ページ「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」をご参照ください。 

※  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   ：  有
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12月期2Q 126,229,345 株 24年12月期 126,229,345 株
② 期末自己株式数 25年12月期2Q 495,233 株 24年12月期 488,314 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年12月期2Q 125,738,058 株 24年12月期2Q 125,746,568 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（平成25年１月１日～平成25年６月30日）におけるわが国経済は、米国景気の回復

や、新政権の経済政策への期待感や日本銀行による金融緩和の効果などから、円高が是正され株高が進み、企業収

益に改善の動きが見られるなど、景気は緩やかに回復しつつあります。しかしながら、欧州債務問題や中国経済の

減速懸念などの不安要素もあり、今後も経済情勢は、注意を要する状況にあると思われます。 

 当アパレル・ファッション業界では、消費者の節約志向は続いておりますが、株価の回復などにより、消費マイ

ンドの改善の動きが見られており、３月は春物衣料が好調に推移しました。また、４月は強い寒気による気温低下

や大雨・暴風などの天候不順の影響を受けて低調でしたが、６月は天候にも恵まれ、父の日商戦を中心に夏物衣料

が好調に動きました。 

 このような経営環境のなかで、当社グループは従来からの方針に基づく積極的な営業活動を展開すると同時に、

商品企画、販路の見直しや柔軟な生産調整等、環境変化に対応した経営に注力してまいりました。また、業務の一

層の効率化を追求するとともに、更なる発展に向けて前期に「中期経営戦略」を策定し、事業の選択と集中を基本

方針に、業績の向上に努めてまいりました。 

 また、当第２四半期連結会計期間において、既に開示しておりますとおり、抜本的な構造改革の施策の一つとし

て希望退職者の募集を行い、これに伴う費用として31億７千万円を特別損失に計上しております。 

 この結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は508億１千６百万円（前年同期比1.9％減）、営

業利益は28億４千２百万円（前年同期比10.4％増）、経常利益は31億５百万円（前年同期比19.5％増）、四半期純

損失は１億６千６百万円（前年同期は13億４千５百万円の純利益）となりました。 

 なお、当社グループは、アパレルを核とするファッション関連事業の単一セグメントでありますので、セグメン

ト情報の記載はしておりません。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第２四半期連結会計期間末における資産総額は、前連結会計年度末に比べ43億４千２百万円減少し、927億５

千９百万円となりました。これは売上債権が49億１千１百万円減少したこと等によるものであります。 

 負債総額は前連結会計年度末に比べ60億３千３百万円減少し、428億３千７百万円となりました。これは借入金

が60億１千４百万円減少したこと等によるものであります。 

 また、純資産は利益剰余金が11億７千２百万円減少しましたが、その他有価証券評価差額金が28億２千２百万円

増加したこと等により499億２千２百万円となりました。 

 この結果、自己資本比率は53.8％となりました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成25年12月期第２四半期連結累計期間につきましては、４月の天候不順の影響などもあり、売上高は減少しま

したが、粗利益率の改善及び販管費の削減を推進したことにより、営業利益、経常利益は上記のとおり前年を上回

る結果となりました。また、四半期純損失は前回発表予想より減少しました。 

  平成25年12月期通期業績予想につきましては、固定資産の譲渡に伴い、約26億円の固定資産売却益を特別利益と

して計上する見込みとなりましたため、当期純利益の通期連結業績予想を30億円（前回発表予想は17億円）に修正

いたします。本日別途開示の「固定資産の譲渡及び特別利益の計上に関するお知らせ」及び「第２四半期業績予想

と実績の差異及び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 

（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25年１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。 

 これによる当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純損失への影響は軽微で

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12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 8,984 7,753

受取手形及び売掛金 13,840 8,929

商品及び製品 22,094 21,610

繰延税金資産 1,808 1,774

その他 972 1,292

貸倒引当金 △54 △35

流動資産合計 47,646 41,326

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 7,241 7,111

土地 18,996 18,996

その他（純額） 1,720 1,709

有形固定資産合計 27,957 27,817

無形固定資産 2,215 2,582

投資その他の資産   

投資有価証券 12,268 16,226

繰延税金資産 992 －

敷金及び保証金 5,471 4,252

その他 660 614

貸倒引当金 △110 △59

投資その他の資産合計 19,282 21,033

固定資産合計 49,455 51,433

資産合計 97,102 92,759
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成24年12月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 15,715 12,936

短期借入金 10,532 6,862

未払消費税等 563 366

未払法人税等 587 102

賞与引当金 536 483

返品調整引当金 610 360

その他 4,363 7,883

流動負債合計 32,908 28,993

固定負債   

長期借入金 11,144 8,800

長期未払金 511 493

繰延税金負債 － 142

再評価に係る繰延税金負債 1,722 1,722

退職給付引当金 2,086 2,133

その他 496 551

固定負債合計 15,961 13,843

負債合計 48,870 42,837

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,002 15,002

資本剰余金 10,061 10,061

利益剰余金 21,224 20,051

自己株式 △233 △235

株主資本合計 46,054 44,879

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,779 4,601

繰延ヘッジ損益 － 0

土地再評価差額金 405 405

為替換算調整勘定 △8 34

その他の包括利益累計額合計 2,177 5,042

純資産合計 48,231 49,922

負債純資産合計 97,102 92,759
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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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 51,804 50,816

売上原価 26,412 25,678

売上総利益 25,392 25,137

販売費及び一般管理費 22,817 22,295

営業利益 2,574 2,842

営業外収益   

受取利息 9 9

受取配当金 171 164

受取賃貸料 349 342

持分法による投資利益 － 34

その他 56 83

営業外収益合計 587 634

営業外費用   

支払利息 133 129

賃貸費用 217 200

持分法による投資損失 168 －

その他 42 41

営業外費用合計 562 371

経常利益 2,599 3,105

特別利益   

投資有価証券売却益 34 －

特別利益合計 34 －

特別損失   

固定資産除却損 62 10

減損損失 － 20

事業構造改善費用 － 3,170

特別損失合計 62 3,200

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

2,572 △94

法人税、住民税及び事業税 75 34

法人税等調整額 1,151 38

法人税等合計 1,226 72

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

1,345 △166

四半期純利益又は四半期純損失（△） 1,345 △166
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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24年１月１日 
 至 平成24年６月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年１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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

1,345 △166

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 473 2,822

繰延ヘッジ損益 △1 0

為替換算調整勘定 5 43

その他の包括利益合計 477 2,865

四半期包括利益 1,822 2,699

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,822 2,699

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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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