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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） 

 

(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 ％

26年3月期第2四半期 5,127 △3.5 7 112.7 20 40.0 △5 ―
25年3月期第2四半期 5,311 31.3 3 ― 14 ― 26 ―

（注）包括利益 26年3月期第2四半期 8百万円 （△65.0％） 25年3月期第2四半期 23百万円 （―％）

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 △0.11 ―
25年3月期第2四半期 0.58 ―

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2四半期 6,098 3,107 51.0 67.71
25年3月期 6,540 3,191 48.8 69.53
（参考） 自己資本   26年3月期第2四半期  3,107百万円 25年3月期  3,191百万円

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

25年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00
26年3月期 ― 0.00
26年3月期（予想） ― 2.00 2.00

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）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 11,000 △0.8 85 △0.3 95 △21.1 50 △52.9 1.09
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(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 

(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きの対象外であり、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き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 
（将来に関する記述などについてのご注意） 
 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．３「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。 

※  注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

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2Q 49,280,697 株 25年3月期 49,280,697 株
② 期末自己株式数 26年3月期2Q 3,386,814 株 25年3月期 3,383,493 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期2Q 45,895,980 株 25年3月期2Q 45,899,448 株
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（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経済は、アベノミクス効果などにより円安・株高が進み景気回復の兆し

が見られております。一方で、円安による輸入原材料や製品価格の高騰、消費税率の引上げなど景気減速のリスクも

散見されます。 

当衣料業界におきましては、株価上昇や景気回復への期待感による消費意欲の高まりはありましたが、給与所得の

改善は遅れており消費動向は依然不透明な状況で推移しております。 

 このような事業環境のもと、当社グループの当第２四半期連結累計期間は、当社連結子会社であったタケオニシ

ダ・ジャパン株式会社を4月に吸収合併し、管理コストの削減と資金管理の効率化を進めております。また、『タケ

オニシダ』の次世代を顧客とする新ブランド『ＬＡＤＹ ＮＩＳＨＩＤＡ』を立上げ、８月には銀座にブランドショ

ップを新規出店しブランドビジネスの強化を図っております。 

 これらの結果、売上高51億27百万円（前年同四半期比3.5％減）、営業利益は7百万円（前年同四半期比22.3％

増）、経常利益は20百万円（前年同四半期比40.0％増）、四半期純損失は5百万円（前年同四半期は26百万円の四半

期純利益）となりました。 

 セグメントの状況は、以下のとおりであります。  

 なお、平成25年４月１日付のグループ内の組織再編に伴い、セグメントの管理区分を見直したことにより、記載す

る事業セグメント区分の変更を行っております。前年同四半期比較については、前年同四半期の数値を変更後のセグ

メント区分に組み替えた数値で比較しております。   

 和装事業は、高額品の販売が伸長する中、百貨店４店舗を開設したもののまだ売上には寄与せず、既存店２店舗の

閉鎖と店頭販売の不振により、売上高、営業利益ともに減少しました。この結果、売上高は7億98百万円（前年同四

半期比8.5％減）、営業利益は24百万円（同42.4％減）となりました。 

 寝装事業は、取扱商品を絞込み商品アイテムを減らしたため売上高は減少しましたが、利益率の改善とコスト削減

が進みセグメント利益は増加しました。この結果、売上高は3億75百万円（前年同四半期比19.4％減）、営業利益は

11百万円（同12.2％増）となりました。 

 洋装事業は、空梅雨により春夏物は好調でしたが、その後の集中豪雨や異常な酷暑などにより対応の難しい天候と

なり、衣料品の消費に大きな影響を及ぼしました。また、『ＬＡＤＹ ＮＩＳＨＩＤＡ』の新店舗をオープンし、ブ

ランドビジネスの拡大も図っております。この結果、売上高は15億70百万円（前年同四半期比2.7％減）、営業利益

は32百万円（同16.9％減）となりました。 

 宝飾・バッグ事業は、主力取引先の不振と催事販売が不調に終わり売上高、営業利益とも減少しました。この結

果、売上高は59百万円（前年同四半期比11.3％減）、営業利益は4百万円（同32.0％減）となりました。 

 意匠撚糸事業は、国内の大手糸商、アパレルメーカーへの販売が好調を維持している結果、売上高は6億15百万円

（前年同四半期比9.6％増）、営業利益は13百万円（同101.6％増）となりました。 

 和装小売事業は、４月度の主力催事の不調が響き売上高は減少しましたが、夏以降の催事が順調に推移し利益率は

改善しました。この結果、売上高は17億7百万円（前年同四半期比1.4％減）、営業利益は38百万円（同147.0％増）

となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

①（資産）   

  当第２四半期連結会計期間末における流動資産は42億51百万円となり、前連結会計年度末に比べ6億30百万円減

少いたしました。これは主に短期貸付金が93百万円増加し、受取手形及び売掛金が4億66百万円、現金及び預金が3

億60百万円減少したことによるものであります。固定資産は18億46百万円となり、前連結会計年度末に比べ1億88

百万円増加いたしました。これは主に、有形固定資産が2億58百万円増加し、のれんが53百万円、長期貸付金が50

百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、総資産は60億98百万円となり前連結会計年度末に比べ4億42百万円減少いたしました。 

（負債） 

 当第２四半期連結会計期間末における流動負債は26億98百万円となり、前連結会計年度末に比べ5億37百万円減

少いたしました。これは主に、支払手形及び買掛金が5億4百万円減少したことによるものであります。固定負債は

2億92百万円となり、前連結会計年度末に比べると1億79百万円増加いたしました。これは主に、長期借入金が 1

億74百万円増加したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は29億90百万円となり、前連結会計年度に比べ3億58百万円減少いたしました。 

（純資産）  

 当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は31億7百万円となり、前連結会計期間末に比べ83百万円減少

いたしました。これは主に、剰余金の配当91百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は51.0％（前連結会計年度末は48.8％）となりました。 

１．当四半期決算に関する定性的情報
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②キャッシュフローの状況  

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末に比べ３億

67百万円減少し、５億1百万円となっております。これは主に仕入債務の減少と売上債権の減少、及び固定資産の取

得によるものであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果減少した資金は、１億17百万円（前年同期は３億円の増加）となりました。 

  これは主に売上債権の減少はあったものの、仕入債務の減少と法人税等の支払い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） 

 投資活動の結果減少した資金は、3億44百万円（前年同期は77百万円の減少）となりました。 

 これは主に固定資産の取得と貸付による支出があったこと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） 

  財務活動の結果増加した資金は、93百万円（前年同期は76百万円の減少）となりました。 

  これは主に配当金の支払はあったものの、長期借入れによる収入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 

  当第２四半期連結累計期間の経営成績は、本年５月15日公表の業績予想に対し、売上高は微減ながら概ね当初の

予想どおりとなり、損益面に関しましては当初の予想数値から改善いたしました。その詳細は平成25年10月30日公

表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 なお、平成26年３月期通期の連結業績予想につきましては、当社グループを取り巻く環境を踏まえ、平成25年５

月15日の「平成25年３月期 決算短信」で公表いたしました通期の連結業績予想に変更はありません。 

   

   

（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。   

   

   

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：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 869,790 509,587

受取手形及び売掛金 2,136,702 1,670,279

商品及び製品 1,704,004 1,770,239

仕掛品 17,595 32,298

原材料及び貯蔵品 51,011 54,721

短期貸付金 65,764 159,293

前払費用 46,957 52,849

未収入金 20,597 17,584

預け金 9,586 581

その他 23,736 34,482

貸倒引当金 △63,600 △50,524

流動資産合計 4,882,146 4,251,392

固定資産   

有形固定資産 348,141 606,602

無形固定資産   

のれん 342,168 288,975

その他 47,993 43,692

無形固定資産合計 390,161 332,668

投資その他の資産   

投資有価証券 102,054 113,458

長期貸付金 253,238 202,474

破産更生債権等 118,083 117,738

長期前払費用 40,546 36,586

敷金及び保証金 365,354 372,442

その他 184,413 189,328

貸倒引当金 △143,488 △124,396

投資その他の資産合計 920,202 907,633

固定資産合計 1,658,505 1,846,904

資産合計 6,540,652 6,098,296
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,320,921 1,816,124

短期借入金 180,000 142,000

1年内返済予定の長期借入金 15,360 63,120

未払法人税等 57,791 25,632

未払消費税等 38,013 35,686

賞与引当金 13,600 3,000

返品調整引当金 15,139 10,557

その他 595,124 602,109

流動負債合計 3,235,950 2,698,230

固定負債   

長期借入金 16,480 191,040

長期未払金 46,973 43,660

繰延税金負債 9,021 13,461

資産除去債務 24,100 28,604

その他 17,021 16,000

固定負債合計 113,597 292,766

負債合計 3,349,547 2,990,997

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,975,070 1,975,070

資本剰余金 273,652 273,652

利益剰余金 1,104,502 1,007,676

自己株式 △188,332 △188,513

株主資本合計 3,164,892 3,067,885

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 22,868 28,954

為替換算調整勘定 3,343 10,459

その他の包括利益累計額合計 26,211 39,414

純資産合計 3,191,104 3,107,299

負債純資産合計 6,540,652 6,098,296
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

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 5,311,642 5,127,016

売上原価 3,063,828 2,957,694

売上総利益 2,247,813 2,169,322

販売費及び一般管理費 2,241,621 2,161,748

営業利益 6,192 7,573

営業外収益   

受取利息 4,869 4,703

受取配当金 1,154 1,391

受取賃貸料 5,390 6,067

為替差益 － 5,240

その他 6,280 6,002

営業外収益合計 17,695 23,405

営業外費用   

支払利息 2,865 2,975

手形売却損 957 1,347

賃貸費用 2,631 3,181

為替差損 647 －

その他 1,923 2,676

営業外費用合計 9,026 10,180

経常利益 14,861 20,798

特別利益   

貸倒引当金戻入額 61,105 －

固定資産売却益 135 －

その他 209 741

特別利益合計 61,450 741

特別損失   

有形固定資産除却損 1,147 425

店舗閉鎖損失 5,409 502

貯蔵品売却損 9,003 －

減損損失 183 1,373

その他 3,869 3,789

特別損失合計 19,612 6,090

税金等調整前四半期純利益 56,699 15,449

法人税、住民税及び事業税 30,131 20,480

法人税等合計 30,131 20,480

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（△）

26,568 △5,031

四半期純利益又は四半期純損失（△） 26,568 △5,031
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

26,568 △5,031

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △4,007 6,086

為替換算調整勘定 772 7,116

その他の包括利益合計 △3,234 13,202

四半期包括利益 23,333 8,171

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 23,333 8,171
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 

 至 平成24年９月30日) 

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 56,699 15,449

減価償却費 22,526 15,996

のれん償却額 53,192 53,192

貸倒引当金の増減額（△は減少） △242,395 △32,168

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,450 △10,600

返品調整引当金の増減額（△は減少） △8,748 △4,582

受取利息及び受取配当金 △6,024 △6,095

支払利息 2,865 2,975

有形固定資産除却損 － 425

減損損失 － 1,373

売上債権の増減額（△は増加） 386,998 480,367

たな卸資産の増減額（△は増加） △7,422 △75,035

仕入債務の増減額（△は減少） △144,184 △522,801

長期未払金の増減額（△は減少） △8,481 △3,313

その他 218,680 16,850

小計 317,255 △67,966

利息及び配当金の受取額 6,024 6,095

利息の支払額 △2,723 △3,342

法人税等の支払額 △20,389 △52,742

営業活動によるキャッシュ・フロー 300,167 △117,956

投資活動によるキャッシュ・フロー   

担保預金の増減額（△は増加） 19,413 △7,632

有形固定資産の取得による支出 △14,030 △266,766

有形固定資産の売却による収入 6,914 －

無形固定資産の取得による支出 △7,050 △1,590

投資有価証券の取得による支出 △813 △877

事業譲受による支出 △597,535 －

貸付けによる支出 △664 △94,008

貸付金の回収による収入 512,967 33,138

敷金の差入による支出 △17,977 △12,271

敷金の回収による収入 21,426 5,412

投資活動によるキャッシュ・フロー △77,349 △344,595

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 3,000 △38,000

長期借入れによる収入 － 230,000

長期借入金の返済による支出 △34,080 △7,680

自己株式の取得による支出 △95 △181

配当金の支払額 △45,326 △90,922

財務活動によるキャッシュ・フロー △76,502 93,216

現金及び現金同等物に係る換算差額 167 1,500

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 146,483 △367,835

現金及び現金同等物の期首残高 544,451 869,790

現金及び現金同等物の四半期末残高 690,935 501,954
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該当事項はありません。   

    

該当事項はありません。   

    

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年９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．「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材派遣事業を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、のれん償却額 千円、各

報告セグメントに配分していない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメント

に帰属しない一般管理部門経費であります。 

   

Ⅱ 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） 

  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．「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材派遣事業を含んでおります。 

２．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、のれん償却額 千円、各報

告セグメントに配分していない全社費用 千円が含まれております。全社費用は、主に報告セグメントに

帰属しない一般管理部門経費であります。 

  

（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）

（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）

  

  

報告セグメント 

その他

(注)１

（千円）

合計 
（千円） 

調整額 
(注)２ 
（千円） 

四半期連結

損益計算書

計上額 
(注)３ 
（千円） 

和装事業 
（千円） 

寝装事業 
（千円） 

洋装事業 
(千円）  

宝飾・バ

ッグ事業

（千円）

意匠撚糸

事業 
（千円）

和装小売

事業 
（千円）

計

（千円）

 売上高                       

(1）外部顧客に対

する売上高 
 872,063  466,140  1,613,022 67,436 561,497 1,731,482 5,311,642  －  5,311,642  － 5,311,642

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 39,959  －  －  －  －  －  39,959 1,260  41,219  △41,219  －

計  912,022  466,140  1,613,022 67,436 561,497 1,731,482 5,351,601 1,260  5,352,861  △41,219 5,311,642

セグメント利益  42,089  10,293  39,059 6,879 6,583 15,608 120,514 561  121,075  △114,883 6,192

△114,883 2,538 15,158

102,263

  

  

報告セグメント 

その他

(注)１

（千円）

合計 
（千円） 

調整額 
(注)２ 
（千円） 

四半期連結

損益計算書

計上額 
(注)３ 
（千円） 

和装事業 
（千円） 

寝装事業 
（千円） 

洋装事業 
(千円）  

宝飾・バ

ッグ事業

（千円）

意匠撚糸

事業 
（千円）

和装小売

事業 
（千円）

計

（千円）

 売上高                       

(1）外部顧客に対

する売上高 
 798,330  375,934  1,570,121 59,801 615,508 1,707,319 5,127,016  －  5,127,016  － 5,127,016

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 20,661  －  －  －  －  －  20,661 1,200  21,861  △21,861  －

計  818,991  375,934  1,570,121 59,801 615,508 1,707,319 5,147,677 1,200  5,148,877  △21,861 5,127,016

セグメント利益

（又はセグメント

損失（△））  

 24,259  11,554  32,457 4,681 13,270 38,559 124,781 506  125,288  △117,714 7,573

△117,714 406 15,158

102,150
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  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 

 （固定資産に係る重要な減損損失） 

 和装小売事業において、営業活動から生じる損益が継続してマイナスである和装小売店舗３店を対象に減損損失を

計上しております。なお、当該減損損失の計上額は当第２四半期連結累計期間においては1,373千円であります。 

  

  ３．報告セグメントの変更等に関する事項 

 当第１四半期連結累計期間より、グループ内での事業再編に伴い、従来「洋装事業」に区分していた洋装小売部門

を「和装小売事業」へ移管し業績管理区分の見直しを行ったため、事業セグメントの区分を変更しております。 

 なお、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報は、変更後の区分方法により作成したものを記載しておりま

す。  
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