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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 ％

26年３月期第１四半期 2,910 － △821 － △808 － △533 －

25年３月期第１四半期 3,384 △15.6 △381 － △368 － △258 －

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 △17.51 －

25年３月期第１四半期 △8.49 －

（注）当社は、平成25年３月期より決算期を８月31日から３月31日に変更いたしました。これに伴い、平成26年３月期第

１四半期（４月から６月まで）と、比較対象となる平成25年３月期第１四半期（９月から11月まで）の対象期間が異なる

ため、平成26年３月期第１四半期の対前年同四半期増減率については記載しておりません。

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 12,152 8,505 70.0 279.07

25年３月期 13,044 9,161 70.2 300.58

（参考）自己資本 26年３月期第１四半期 8,505百万円 25年３月期 9,161百万円

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

25年３月期 － － － 4.00 4.00

26年３月期 －

26年３月期（予想） 4.00 － 4.00 8.00

（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月期の業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日）

（％表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

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

第２四半期（累計） 8,300 － 300 － 320 － 140 － 4.59

通期 16,800 － 780 － 830 － 380 － 12.47

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無： 無

平成25年３月期は決算期変更により平成24年９月１日から平成25年３月31日までの７ヶ月間となっております。このた

め、対前期増減率については記載しておりません。



※  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： 無

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

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期１Ｑ 32,047,071株 25年３月期 32,047,071株

②  期末自己株式数 26年３月期１Ｑ 1,566,986株 25年３月期 1,566,986株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年３月期１Ｑ 30,480,085株 25年３月期１Ｑ 30,480,335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ますが、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レビュー手続は終了しております。

（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。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。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、添付資料Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報 （３）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）経営成績に関する説明

当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、円安、株高の基調が定着したことで消費マインドが改善し、一

般消費動向は回復傾向にあります。

女性下着市場におきましては、従来からの値ごろ感のある商品への消費動向が継続する一方、景況感の回復とと

もに高機能かつ高額商品への消費動向も一部で見られております。

このような状況のなか、当社は５月、顧客満足度アップのため一部商品でインターネット販売を開始するととも

に、新商品の発売も積極的に行いました。４月には「Making Swimwear Neicious（メイキングスイムウェア ネイ

シャス）」、６月にはレッグ補整用製品「Leg Making SummerTrenka（レッグメイキング サマートレンカ）」、

「Decorte Lumiès（デコルテ リュミエス）」の夏用限定アイテム「3/4カップレースブラジャー」「ハーフバッ

クレースショーツ」を発売しました。

また５年ぶりにリニューアルしましたミドルエイジ層向けシリーズ「Belleages Avance Sakura（ベルアージュ

アヴァンセ サクラ）」を発売いたしましたところ、受注も順調でご好評をいただいております。

それ以外にもテレビＣＭ放映を継続し知名度向上に努めてまいりました。

これらの結果、当第１四半期累計期間の業績は、前事業年度のキャンペーン期間にご購入いただいたお客様への

体型補整と顧客満足をあげるための社員教育に注力したこともあり、売上高29億10百万円、営業損失８億21百万

円、経常損失８億８百万円、四半期純損失は５億33百万円となりました。当第１四半期会計期間末の店舗数は240

店舗となっております。

当社は、前事業年度（平成25年３月期）より決算日を８月31日から３月31日に変更しております。これにより前

事業年度は９月１日から３月31日までの７ヶ月間となっております。このため、平成25年３月期第１四半期累計期

間（平成24年９月１日から平成24年11月30日まで）と平成26年３月期第１四半期累計期間（平成25年４月１日から

平成25年６月30日まで）とは対象期間が異なるため、前年同四半期との増減比較については記載しておりません。

なお、当社は体型補整を目的とした婦人下着及びその関連事業の単一セグメントであるため、セグメント別の記

載を省略しております。

（２）財政状態に関する説明

当第１四半期会計期間末における資産合計は121億52百万円となり、前事業年度末に比べ、８億92百万円の減少

となりました。

流動資産合計は38億22百万円となり、前事業年度末に比べ、10億円の減少となりました。これは主に、たな卸資

産の増加、繰延税金資産の増加、現金及び預金の減少及び売掛金の減少の結果によるものであります。

固定資産合計は83億30百万円となり、前事業年度末に比べ、１億８百万円の増加となりました。これは主に、繰

延税金資産の増加及び建物等の減価償却による減少の結果によるものであります。

当第１四半期会計期間末における負債合計は36億46百万円となり、前事業年度末に比べ、２億36百万円の減少と

なりました。

流動負債合計は30億14百万円となり、前事業年度末に比べ、２億97百万円の減少となりました。これは主に、未

払金の増加、未払法人税等の減少、賞与引当金の減少及び買掛金の減少の結果によるものであります。

固定負債合計は６億32百万円となり、前事業年度末に比べ、60百万円の増加となりました。これは主に、退職給

付引当金の増加及びリース債務の減少の結果によるものであります。

当第１四半期会計期間末における純資産合計は85億５百万円となり、前事業年度末に比べ、６億55百万円の減少

となりました。これは主に、四半期純損失の計上及び剰余金の配当による利益剰余金の減少の結果によるものであ

ります。

（３）業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成26年３月期の業績予想につきましては、平成25年５月10日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしま

した第２四半期累計期間及び通期の業績予想に変更はありません。

１．当四半期決算に関する定性的情報
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２．四半期財務諸表
（１）四半期貸借対照表

（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 3,068,712 1,999,915

売掛金 666,144 420,613

商品及び製品 531,975 545,703

貯蔵品 67,588 164,900

その他 488,241 690,989

貸倒引当金 △234 △88

流動資産合計 4,822,428 3,822,033

固定資産

有形固定資産

建物（純額） 2,852,103 2,833,421

土地 4,297,609 4,297,609

その他（純額） 138,246 136,191

有形固定資産合計 7,287,959 7,267,222

無形固定資産 143,307 140,477

投資その他の資産

その他 793,440 925,223

貸倒引当金 △2,440 △2,440

投資その他の資産合計 791,000 922,783

固定資産合計 8,222,266 8,330,483

資産合計 13,044,695 12,152,516
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（単位：千円）

前事業年度
(平成25年３月31日)

当第１四半期会計期間
(平成25年６月30日)

負債の部

流動負債

買掛金 1,477,096 1,351,153

1年内返済予定の長期借入金 88,200 33,300

未払法人税等 190,000 36,914

賞与引当金 210,000 80,000

返品調整引当金 20,000 11,000

ポイント引当金 445,000 440,000

資産除去債務 4,985 3,450

その他 875,960 1,058,389

流動負債合計 3,311,241 3,014,208

固定負債

退職給付引当金 232,348 291,150

資産除去債務 327,933 334,622

その他 11,533 6,536

固定負債合計 571,815 632,309

負債合計 3,883,057 3,646,518

純資産の部

株主資本

資本金 2,332,729 2,332,729

資本剰余金 2,195,452 2,195,452

利益剰余金 5,126,186 4,470,428

自己株式 △492,547 △492,547

株主資本合計 9,161,820 8,506,063

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 △183 △64

評価・換算差額等合計 △183 △64

純資産合計 9,161,637 8,505,998

負債純資産合計 13,044,695 12,152,516
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（２）四半期損益計算書
（第１四半期累計期間）

（単位：千円）

前第１四半期累計期間
(自 平成24年９月１日
至 平成24年11月30日)

当第１四半期累計期間
(自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日)

売上高 3,384,241 2,910,714

売上原価 1,849,403 1,792,261

売上総利益 1,534,838 1,118,452

返品調整引当金戻入額 18,000 20,000

返品調整引当金繰入額 13,000 11,000

差引売上総利益 1,539,838 1,127,452

販売費及び一般管理費 1,921,449 1,949,447

営業損失（△） △381,611 △821,994

営業外収益

受取利息 15 10

受取配当金 102 －

受取手数料 9,288 7,990

業務受託料 6,000 6,000

その他 3,126 2,735

営業外収益合計 18,533 16,736

営業外費用

支払利息 3,046 342

不動産賃貸費用 1,635 1,595

支払手数料 － 1,028

その他 726 724

営業外費用合計 5,408 3,690

経常損失（△） △368,486 △808,949

特別損失

減損損失 684 170

固定資産除却損 231 437

賃貸借契約解約損 45 302

その他 22 －

特別損失合計 983 910

税引前四半期純損失（△） △369,470 △809,859

法人税、住民税及び事業税 27,930 29,602

法人税等調整額 △138,567 △305,625

法人税等合計 △110,637 △276,022

四半期純損失（△） △258,832 △533,837
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該当事項はありません。

該当事項はありません。

当社は、取締役会における経営資源の配分の意思決定及び業績を評価するための定期的な検討の対象を体型補整

を目的とした婦人下着及びその関連事業とし、これらを単一のセグメントとしております。

これは、当社の主要製品である体型補整を目的とした婦人下着とその関連商品の市場及び販売方法は同一若しく

は密接に関連しているためであります。

従って、報告セグメントについても単一のセグメントとしており、記載を省略しております。

（３）四半期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）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）
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仕入及び販売の状況

① 仕入実績

（注）１．金額は仕入価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２．製品のその他は主に、ストッキングとスイムウェアの金額であります。

３．当社は、平成25年３月期に決算日を８月31日から３月31日に変更しており、平成26年３月期第１四半期は比

較対象期間が異なることから前年同期比については記載しておりません。

② 販売実績

1) 地域別販売実績

（注）１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２．その他は、ポイント引当金繰入額の金額であります。

３．当社は、平成25年３月期に決算日を８月31日から３月31日に変更しており、平成26年３月期第１四半期は比

較対象期間が異なることから前年同期比については記載しておりません。

３．補足情報

区分

当第１四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日）

金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

製品

ファンデーション・ランジェリー

（ボディスーツ） 137,601 17.7 －

（ブラジャー・ガードル等） 423,234 54.4 －

その他 116,482 14.9 －

小計 677,318 87.0 －

商品

ボディケア化粧品・下着用洗剤等 89,682 11.5 －

健康食品 11,399 1.5 －

小計 101,081 13.0 －

合計 778,400 100.0 －

区分

当第１四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日）

金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

北海道・東北・信越地区 369,090 12.7 －

関東地区 720,847 24.8 －

北陸・東海地区 749,116 25.7 －

近畿地区 433,881 14.9 －

中国・四国地区 47,485 1.6 －

九州・沖縄地区 741,232 25.5 －

合計 3,061,654 105.2 －

その他 △150,939 △5.2 －

総合計 2,910,714 100.0 －
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2) 品目別販売実績

（注）１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。

２．製品のその他は主に、ストッキングとスイムウェアの金額であります。

３．その他は、ポイント引当金繰入額の金額であります。

４．当社は、平成25年３月期に決算日を８月31日から３月31日に変更しており、平成26年３月期第１四半期は比

較対象期間が異なることから前年同期比については記載しておりません。

区分

当第１四半期累計期間
（自 平成25年４月１日
至 平成25年６月30日）

金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％）

製品

ファンデーション・ランジェリー

（ボディスーツ） 437,382 15.0 －

（ブラジャー・ガードル等） 1,885,974 64.8 －

その他 415,246 14.3 －

小計 2,738,603 94.1 －

商品

ボディケア化粧品・下着用洗剤等 274,234 9.4 －

健康食品 48,815 1.7 －

小計 323,050 11.1 －

合計 3,061,654 105.2 －

その他 △150,939 △5.2 －

総合計 2,910,714 100.0 －
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