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（百万円未満切捨て） 

１．平成26年３月期第２四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年９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２四半期 23,957 － 1,975 － 1,983 － 1,105 －
25年３月期第２四半期 － － － － － － － －

（注）包括利益  26年３月期第２四半期  1,108百万円（－％）  25年３月期第２四半期－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

26年３月期第２四半期 57.27 57.00
25年３月期第２四半期 － －
（注）平成25年３月期第３四半期より四半期連結財務諸表を作成しているため、平成25年３月期第２四半期の数値

及び対前年同四半期増減率については記載しておりません。 
 
(2) 連結財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期 28,614 17,974 62.8 
25年３月期 27,837 17,318 62.2 

（参考）自己資本    26年３月期第２四半期  17,970百万円  25年３月期  17,312百万円 

 
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 － 0.00 － 24.00 24.00 
26年３月期 － 0.00  
26年３月期(予想)  － 24.00 24.00 

（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） 

（％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 49,247 7.7 4,246 14.5 4,208 13.1 2,175 5.8 112.66
（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(連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動) ：無
 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２Ｑ 19,906,600株 25年３月期 19,906,600株
②  期末自己株式数 26年３月期２Ｑ 581,553株 25年３月期 614,553株
③  期中平均株式数(四半期累計) 26年３月期２Ｑ 19,311,113株 25年３月期２Ｑ 19,160,258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 

１.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）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。 

２.当社は以下のとおり機関投資家及びアナリスト向け説明会を開催する予定です。この説明会で配

布した資料については、開催後速やかに当社ホームページに掲載する予定です。 

 

平成25年11月８日(金)・・・機関投資家・アナリスト向け決算説明会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（参考）個別業績の概要 
１．平成26年３月期第２四半期の個別業績（平成25年４月１日～平成25年９月30日） 
(1) 個別経営成績（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２四半期 22,842 4.3 1,867 9.4 1,861 8.1 1,032 10.7
25年３月期第２四半期 21,896 9.4 1,706 18.3 1,722 19.9 932 21.0

 

 
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２四半期 53.45 53.20
25年３月期第２四半期 48.64 48.20

 
(2) 個別財政状態 

 総  資  産 純  資  産 自己資本比率 
 百万円 百万円 ％ 

26年３月期第２四半期 28,121 17,747 63.1 
25年３月期 27,346 17,164 62.7 
（参考）自己資本    26年３月期第２四半期 17,742百万円 25年３月期 17,158百万円 
 
２．平成26年３月期の個別業績予想（平成25年４月１日～平成26年３月31日） 

（％表示は、対前期増減率） 

 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

通      期 47,193 5.5 4,007 12.1 2,055 8.0 106.43
（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無  ：無 
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

当社は、平成25年３月期第３四半期連結累計期間より四半期連結財務諸表を作成しているため、

業績数値の前年同四半期との比較分析は行なっておりません。 

(1) 経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府の景気対策により円安、株価上昇傾向

で推移し、輸出関連企業を中心に企業収益の改善が見られ、緩やかながらも回復基調となりました。 

流通業界におきましても、一部の宝飾品や高級ブランド品等の高額品に消費回復の動きが見られ

たものの、個人所得の伸び悩みや雇用不安等から個人消費全体としては本格的な回復には至らない

まま推移いたしました。 

このような状況下で、当社は積極的に22店舗の新規出店を行なうとともに、13店舗の退店、15店

舗の改装を行ない、店舗網の拡充、整備に努めてまいりました。 

売上につきましては、取扱いを拡大している財布、催事の取組みを強化しているインポートバッ

グ、オリジナル商品の販売拡大に注力しているハンドバッグが好調に推移する一方、カジュアルバ

ッグと雑貨は低調に推移しました。また、メンズ・トラベルバッグは、平成24年10月に子会社化し

た２社の貢献もあり、堅調に推移しました。これらの結果、売上高はほぼ計画どおりの数値となり

ました。また、商品粗利益率は46.7%、販売費及び一般管理費率は38.5%とそれぞれほぼ計画どおり

の数値となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は23,957百万円、営業利益は1,975百万円、経

常利益は1,983百万円、四半期純利益は1,105百万円となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

（総資産） 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて777百万円増加

し、28,614百万円となりました。これは主に、受取手形及び売掛金が927百万円減少した一方

で、商品及び製品が729百万円増加、現金及び預金が628百万円増加したこと等によるものであり

ます。 

 

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて121百万円増加

し、10,639百万円となりました。これは主に、未払法人税等が100百万円減少した一方で、支払

手形及び買掛金が354百万円増加したこと等によるものであります。 

 

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて655百万円増加

し、17,974百万円となりました。これは主に、配当金463百万円の支払による減少があった一方

で、四半期純利益1,105百万円の計上等によるものであります。 

 

（自己資本比率） 

当第２四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末に比べて0.6ポイン

ト増の62.8％となりました。 

 

（キャッシュ・フローの状況） 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて628

百万円増加し、3,947百万円となりました。当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・

フローの状況は、以下のとおりであります。 
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（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動によるキャッシュ・フローは、1,780百万円のプラスとなりました。これは主に、税

金等調整前四半期純利益1,906百万円の計上、売上債権の減少額927百万円、法人税等の支払額

868百万円によるものであります。 

 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動によるキャッシュ・フローは、576百万円のマイナスとなりました。これは主に、新

規出店及び改装等に伴う設備投資571百万円によるものであります。 

 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動によるキャッシュ・フローは、574百万円のマイナスとなりました。これは主に、配当

金の支払額460百万円、リース債務の返済による支出160百万円によるものであります。 

 

(3)  連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

通期の連結業績予想については、平成25年５月９日に発表いたしました業績予想に変更はありま

せん。 

 

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項 

(1) 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。 

 

(2) 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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,346,505 3,975,404

受取手形及び売掛金 3,794,491 2,866,821

商品及び製品 8,801,690 9,531,138

原材料及び貯蔵品 11,987 33,773

繰延税金資産 275,766 240,309

その他 129,400 156,328

貸倒引当金 △6,800 △3,200

流動資産合計 16,353,043 16,800,576

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,888,316 2,036,424

土地 1,269,656 1,269,656

リース資産（純額） 501,694 587,375

その他（純額） 643,927 698,259

有形固定資産合計 4,303,595 4,591,715

無形固定資産 33,694 31,810

投資その他の資産   

投資有価証券 44,798 48,135

繰延税金資産 502,907 505,548

敷金及び保証金 6,182,104 6,194,256

その他 438,640 463,853

貸倒引当金 △21,702 △21,702

投資その他の資産合計 7,146,749 7,190,091

固定資産合計 11,484,039 11,813,616

資産合計 27,837,082 28,614,192

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,553,613 3,908,434

短期借入金 32,500 30,000

1年内償還予定の社債 500,000 1,000,000

リース債務 259,887 250,294

未払法人税等 950,335 849,523

賞与引当金 302,307 318,494

役員賞与引当金 31,200 18,000

株主優待引当金 18,000 －

その他 1,696,674 1,404,508

流動負債合計 7,344,519 7,779,255
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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２四半期連結会計期間 
(平成25年９月30日) 

固定負債   

社債 1,200,000 700,000

長期借入金 110,000 95,000

リース債務 336,157 419,681

退職給付引当金 569,282 587,882

役員退職慰労引当金 132,021 135,998

繰延税金負債 32,136 31,923

資産除去債務 539,071 558,831

その他 254,919 330,684

固定負債合計 3,173,589 2,860,001

負債合計 10,518,108 10,639,257

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,986,400 2,986,400

資本剰余金 4,178,647 4,178,185

利益剰余金 10,375,756 11,018,628

自己株式 △241,866 △228,864

株主資本合計 17,298,938 17,954,349

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 13,974 16,121

その他の包括利益累計額合計 13,974 16,121

新株予約権 6,061 4,464

純資産合計 17,318,974 17,974,935

負債純資産合計 27,837,082 28,614,192
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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：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

売上高 23,957,131

売上原価 12,765,739

売上総利益 11,191,391

販売費及び一般管理費 9,215,784

営業利益 1,975,606

営業外収益  

受取利息 349

受取配当金 1,152

受取保険金 11,505

その他 18,930

営業外収益合計 31,938

営業外費用  

支払利息 16,213

その他 7,762

営業外費用合計 23,975

経常利益 1,983,569

特別利益  

新株予約権戻入益 46

特別利益合計 46

特別損失  

固定資産除却損 31,787

店舗閉鎖損失 23,228

減損損失 22,101

特別損失合計 77,117

税金等調整前四半期純利益 1,906,499

法人税、住民税及び事業税 769,204

法人税等調整額 31,413

法人税等合計 800,618

少数株主損益調整前四半期純利益 1,105,880

四半期純利益 1,105,880
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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：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,105,880

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 2,147

その他の包括利益合計 2,147

四半期包括利益 1,108,027

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 1,108,027

少数株主に係る四半期包括利益 －
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 1,906,499

減価償却費 386,091

減損損失 22,101

貸倒引当金の増減額（△は減少） △3,600

賞与引当金の増減額（△は減少） 16,186

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △13,200

退職給付引当金の増減額（△は減少） 18,599

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,977

受取利息及び受取配当金 △1,501

支払利息 16,213

固定資産除却損 31,787

売上債権の増減額（△は増加） 927,670

たな卸資産の増減額（△は増加） △751,233

仕入債務の増減額（△は減少） 354,820

未払消費税等の増減額（△は減少） △54,179

その他 △197,203

小計 2,663,029

利息及び配当金の受取額 1,500

利息の支払額 △16,480

法人税等の支払額 △868,023

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,780,026

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形及び無形固定資産の取得による支出 △571,041

有形固定資産の除却による支出 △5,882

投資活動によるキャッシュ・フロー △576,923

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △17,500

割賦未払金の増加額 153,462

割賦未払金の減少額 △99,954

リース債務の返済による支出 △160,902

ストックオプションの行使による収入 10,989

配当金の支払額 △460,299

財務活動によるキャッシュ・フロー △574,204

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 628,898

現金及び現金同等物の期首残高 3,318,805

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,947,704
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(4)  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） 

当社グループの報告セグメントは、単一セグメントであるため、セグメント情報について記載し

ておりません。 
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