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  （百万円未満切捨て）

（１）連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

  営業収益 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２月期第３四半期  16,462  △5.8  △782  －  △744  －  △917  －

25年２月期第３四半期  17,469  △5.7  △878  －  △859  －  △1,067  －

（注）包括利益 26年２月期第３四半期 △879百万円（ ％） －   25年２月期第３四半期 △1,057百万円 （ ％） －

  
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２月期第３四半期  △23.11  －

25年２月期第３四半期  △26.87  －

  総資産 純資産 自己資本比率 

  百万円 百万円 ％ 

26年２月期第３四半期  14,112  6,733  47.7

25年２月期  13,210  7,615  57.6

（参考）自己資本 26年２月期第３四半期 6,733百万円   25年２月期 7,615百万円 

  
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２月期  － 0.00 － 0.00  0.00

26年２月期  － 0.00 －    

26年２月期（予想）      0.00  0.00

（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２月期の連結業績予想（平成25年２月21日～平成26年２月20日）

  （％表示は、対前期増減率）

  営業収益 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  23,230  △3.1  △145  －  △150  －  △365  －  △9.19

（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 

新規   社  （社名） 、除外   社  （社名）  

  

  

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（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

－ － － －

（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

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

（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３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」をご覧ください。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年２月期３Ｑ 40,834,607株 25年２月期 40,834,607株

②  期末自己株式数 26年２月期３Ｑ 1,140,016株 25年２月期 1,119,208株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年２月期３Ｑ 39,707,624株 25年２月期３Ｑ 39,732,254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、この四半期決算短信の開示時

点において、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。

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２ページ「（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、アベノミクス効果や衆参ねじれ解消等を受け、円安・株高と

企業業績の改善兆候が続いており、概ね活発な状況を呈しております。個人消費におきましても、年初より見られ

る小売環境改善の兆しも継続しており、大手小売業における販売指標や百貨店における高額品販売なども、堅調な

推移を示しております。しかしながら、消費税率引き上げの影響等によっては、今後の国内外の景気動向が大きく

変化するおそれもあり、先行きの見通しは不透明になっております。 

当社グループにおきましては、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年実績に対し94.2％（９億97百万円

減）になりました。これは、前年10月に㈱九州さが美の全株式を売却したことによる15店舗減少の影響が５億40百

万円ある他、㈱さが美および㈱東京ますいわ屋の店舗も前年同月比で計16店舗減少したことによるところが大き

く、既設店前年比では販売契約高で102.9％、売上高は101.6％になっております。 

 きもの事業におきましては、当第３四半期連結累計期間の販売契約高が既設店前年比104.2％、売上高が既設店

前年比102.7％と改善いたしました。㈱さが美のきもの事業におきましては、店舗数が前年比４店舗減少しており

ながら、売上高は前年比101.8％（１億78百万円の増加）と改善できました。既設店前年比では104.2％となってお

ります。これは、当連結会計年度より40周年特別企画と銘打ち新たに京都一寧坂で行っている優良顧客向け展示販

売会が、お客様に大変好評であったことや、例年６、７月度に熱海温泉等において実施しております展示販売会に

おきましても、会場成約高ならびに客単価が前年実績を大きく上廻ったこと、また、京都にて10月度に実施いたし

ました展示販売会では、全店舗が一堂に会してお得意様をご招待し、実績を挙げたことが要因です。店舗で展開し

ている40周年記念商品の販売も好調に推移いたしました。これら40周年企画の成功によって、荒利益率も改善して

おります。しかしながら、展示販売会を軸とする販売企画に注力いたしました結果、広告費が増加したため、売上

高に比べ利益面の改善は小幅にとどまりました。 

㈱東京ますいわ屋におきましても、展示販売会の見直しによる営業効率の改善ならびに経費の圧縮と荒利益率の

改善に努めた結果、店舗数は前年比１店舗減少し、売上高は前年をわずかに下廻ったものの、販売契約高の既設店

前年比は101.4％となり、利益も改善いたしました。 

ホームファッション事業におきましては、当第３四半期連結累計期間の売上高は、前年比で81.0％、既設店前年

比でも95.1％と下廻りました。これは前年同期に比較し店舗数が９店舗減少したことと、既設店においても客数減

少によって売上ダウンを招いたためです。また、閉開店セールに伴う在庫処分により、荒利益率が低下したことも

響きました。 

店舗面におきましては、きもの事業については当第３四半期連結累計期間における出店、閉鎖はありませんでし

た。ホームファッション事業は業態の変更により２店舗を出店、契約満了により３店舗を閉鎖いたしました。これ

により当第３四半期連結会計期間末における店舗数は、㈱さが美223店舗、㈱東京ますいわ屋46店舗、グループ合

計で269店舗となっております。また業態別店舗数は、きもの事業206店舗、ホームファッション事業63店舗、とな

っております。 

なお、当第３四半期連結累計期間において、「固定資産の減損に係る会計基準」の適用により、共用資産を含む

固定資産について、28百万円の減損損失を計上しております。  

この結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、営業収益164億62百万円（前年同四半期比5.8％減）となり、利

益面においては、営業損失７億82百万円（前年同四半期比95百万円の改善）、経常損失７億44百万円（前年同四半

期比１億15百万円の改善）、四半期純損失９億17百万円（前年同四半期比１億50百万円の改善）となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は、141億12百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億２百万円

増加しました。これは主として、商品や現金及び預金が増加したことなどによるものであります。 

 負債については、73億78百万円となり、前連結会計年度末に比べ17億83百万円増加しました。これは主として、

短期借入金や前受金が増加したことなどによるものであります。 

 純資産については、67億33百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億81百万円減少しました。これは主とし

て、四半期純損失を計上したことなどによるものであります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後の景気動向につきましては、アベノミクスに続く五輪招致効果等、景気改善傾向が続く見込みではあります

が、消費税率引き上げの影響等、予断を許さない状況も抱えており、先行きの見通しは不透明になっております。 

当社グループといたしましては、引き続き40周年企画を確実に成功させるとともに、消費税率引き上げ前の駆け

込み需要の取り込みと、ホームファッション事業の早期回復に努めて、計画の着実な達成を図ってまいります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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 

 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 

会計方針の変更 

（減価償却方法の変更） 

  当社および連結子会社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間から、平成25年２月21日以降に取

 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３四半期連結累計期間の損益に与える影響は軽微であります。 

  

   

当社は、将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在し

ております。  

当社グループは親会社であるユニーグループ・ホールディングス株式会社の支援のもと、きもの事業を核とした

事業の再構築および経営コストの構造改革等の再建計画を策定し、平成21年２月期以降構造改革を進めておりまし

たが、きもの事業を取り巻く環境が引き続き厳しい状況にあり、東日本大震災の影響を受けた平成24年２月期連結

会計年度に引き続き、前連結会計年度においても営業損失を計上しており、当社が将来にわたって事業活動を継続

するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象または状況が存在しています。 

このような状況に対して、当社グループは、販売スタッフ教育の強化により、基本的な接客のマナーおよび技術

と、きもののお手入れを軸とした専門知識の向上を図るとともに、商品部門による付加価値の高い商品の開発と提

案により、お客様の満足度向上を図り顧客化を深化させることによって、当該状況の解消に取り組んでまいりま

す。 

  

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等
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４．四半期連結財務諸表 
（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２月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年11月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 572,701 751,803

受取手形及び売掛金 1,024,832 1,088,586

商品 2,051,932 2,527,070

貯蔵品 55,369 7,425

その他 1,232,737 1,323,161

貸倒引当金 △660 △660

流動資産合計 4,936,912 5,697,387

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 351,009 388,144

土地 3,151,249 3,151,249

その他（純額） 54,060 70,734

有形固定資産合計 3,556,319 3,610,128

無形固定資産 18,219 14,708

投資その他の資産   

差入保証金 3,021,977 2,887,511

その他 1,820,735 2,036,610

貸倒引当金 △143,584 △133,694

投資その他の資産合計 4,699,128 4,790,427

固定資産合計 8,273,667 8,415,264

資産合計 13,210,579 14,112,652
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年２月20日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年11月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,091,543 1,224,692

短期借入金 － 2,100,000

1年内返済予定の長期借入金 1,000,000 －

未払法人税等 191,064 101,000

前受金 1,261,470 1,914,760

賞与引当金 21,200 52,600

資産除去債務 22,018 5,689

その他 1,032,481 977,417

流動負債合計 4,619,779 6,376,159

固定負債   

退職給付引当金 448,309 413,350

資産除去債務 335,800 340,918

その他 190,989 248,327

固定負債合計 975,099 1,002,596

負債合計 5,594,879 7,378,755

純資産の部   

株主資本   

資本金 9,217,235 9,217,235

資本剰余金 405,057 405,057

利益剰余金 △1,175,408 △2,092,903

自己株式 △348,102 △350,374

株主資本合計 8,098,782 7,179,015

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 67,277 105,240

土地再評価差額金 △550,359 △550,359

その他の包括利益累計額合計 △483,081 △445,118

純資産合計 7,615,700 6,733,897

負債純資産合計 13,210,579 14,112,652
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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３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年11月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月21日 
 至 平成25年11月20日) 

売上高 17,324,433 16,327,284

売上原価 7,775,369 7,168,866

売上総利益 9,549,064 9,158,418

営業収入 145,237 134,877

営業総利益 9,694,301 9,293,295

販売費及び一般管理費   

給料及び手当 4,098,205 3,870,749

賞与引当金繰入額 42,500 52,600

退職給付費用 235,990 117,765

賃借料 2,448,772 2,285,305

その他 3,746,858 3,749,352

販売費及び一般管理費合計 10,572,327 10,075,772

営業損失（△） △878,026 △782,476

営業外収益   

受取利息 755 149

受取配当金 3,408 3,564

仕入割引 18,591 17,945

保険解約返戻金 － 12,641

その他 14,903 19,661

営業外収益合計 37,659 53,963

営業外費用   

支払利息 12,378 11,868

支払補償費 4,300 1,107

その他 2,894 2,783

営業外費用合計 19,573 15,759

経常損失（△） △859,939 △744,273

特別利益   

固定資産売却益 － 229

投資有価証券売却益 － 704

店舗閉鎖損失戻入益 － 18,465

関係会社株式売却益 84,331 －

その他 7,047 －

特別利益合計 91,378 19,399

特別損失   

固定資産売却損 1,210 －

固定資産除却損 5,795 7,021

減損損失 181,589 28,351

特別損失合計 188,594 35,373

税金等調整前四半期純損失（△） △957,155 △760,246

法人税、住民税及び事業税 115,964 96,964

法人税等調整額 △5,570 60,284

法人税等合計 110,394 157,248

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,067,549 △917,495

四半期純損失（△） △1,067,549 △917,495
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年２月21日 
 至 平成24年11月20日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年２月21日 
 至 平成25年11月20日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △1,067,549 △917,495

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 9,795 37,963

その他の包括利益合計 9,795 37,963

四半期包括利益 △1,057,754 △879,531

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △1,057,754 △879,531

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

㈱さが美（8201）　平成26年２月期　第３四半期決算短信

8




