
  

  

１．平成26年３月期第３四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年12月31日）  

  

  

  

  

（２）連結財政状態  

  

  

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  

  
  

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）  

  

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無：無  
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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）

  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３四半期  43,284 1.3 1,131 148.4 1,327 81.8 895 － 

25年３月期第３四半期  42,733 △7.6 455 112.6 730 204.5 4 － 

（注）包括利益  26年３月期第３四半期  1,501百万円 （560.5％）    25年３月期第３四半期  227百万円 （－％）  

  
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３四半期  17.39 － 

25年３月期第３四半期  0.09 － 

  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３四半期  53,406 40,408 75.1 778.90 

25年３月期  52,079 39,834 76.0 768.61 

（参考）自己資本  26年３月期第３四半期  40,101百万円   25年３月期  39,572百万円 

   
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  － 9.00 － 9.00 18.00 
26年３月期  － 9.00 －       

26年３月期（予想）          9.00 18.00 

  （％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  58,413 5.4 1,293 202.5 1,456 36.5 658 533.8 12.80 



※  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：有  

（注）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（２）四半期連結財務諸表の作

成に特有の会計処理の適用」をご覧ください。  
  

（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）  

  
  
  

※  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財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。  
  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項  

上記に記載した予想数値は、発表日現在で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含

んでおります。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。なお、上記予想に関する事項

は、添付資料２ページ「（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご参照下さい。  

  

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年３月期３Ｑ  56,057,474株 25年３月期  56,057,474株 

②  期末自己株式数  26年３月期３Ｑ  4,572,654株 25年３月期  4,572,077株 

③  期中平均株式数（四半期累計）  26年３月期３Ｑ  51,485,015株 25年３月期３Ｑ  51,485,841株 
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（１）経営成績に関する説明 

第３四半期連結累計期間における国内の経済状況は、経済政策の進捗とともに回復してきているとみられていま

す。小売業界におきましては、全てが好転してきているとは言えないものの、顧客の購買意欲は回復してきている

と思われます。 

 当グループにおきましても、お客様に付加価値を実感していただける商品の開発や新たなサービスの研究に引続

き取組んでおり、それらを提案していくには良い方向に向いてきていると実感しております。 

 主要子会社であります㈱三城におきましては、不採算店舗の退店を進めているため、全社売上高は前年を下回る

実績となっておりますが、既存店は前年を上回る傾向になっております。 

 今後さらに地域特性や立地に合わせた店舗コンセプトの見直しを推し進め、更なる既存店の改善と発展が見込ま

れる地域への新規出店などを併せて、全社で上向いていくよう取組んでおります。 

 なお、新規出店は５店舗、退店は15店舗となっております。年間新規出店10店舗、退店30店舗という当初計画

は、来期にずれ込んでいる案件もあるため、新規出店７店舗、退店26店舗となる見込みです。 

 海外子会社におきましては、東南アジアの法人の利益増をはじめ黒字化の法人が増え、店舗の整理を進めており

ますオーストラリア法人の不採算額が減少していることも寄与して海外法人の利益合計はプラスで着地しておりま

す。 

 以上の結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、売上高43,284百万円（前年同期比1.3％増）、営業利

益1,131百万円（前年同期比148.4％増）、経常利益1,327百万円（前年同期比81.8％増）、四半期純利益895百万円

（前年同四半期純利益4百万円）となりました。 

  

 報告セグメント情報の状況は、次の通りであります。 

 1）日本 

国内の売上高は37,703百万円（前年同期比2.3％減）、セグメント利益1,114百万円（前年同期比65.7％増）

となりました。 

 2）海外 

海外の売上高は5,861百万円（前年同期比33.1％増）、セグメント利益18百万円（前年同四半期はセグメント

損失220百万円）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

（資産、負債および純資産の状況） 

 総資産は前連結会計年度末に比べ1,327百万円増加して53,406百万円となりました。これは主に投資その他の資

産における長期預金が3,000百万円減少したものの、投資その他の資産におけるその他に含まれている投資有価証

券が3,692百万円増加したことと、流動資産における商品及び製品が669百万円増加したことによるものです。 

 負債は前連結会計年度末に比べ753百万円増加して12,998百万円となりました。これは主に流動負債における支

払手形及び買掛金が620百万円増加したことによるものです。 

 純資産は前連結会計年度末に比べ573百万円増加して40,408百万円となりました。これはその他有価証券評価差

額金が233百万円増加したことと、為替換算調整勘定が328百万円増加したことによるものです。 

   

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 平成25年５月15日に公表しました通期業績予想につきまして、修正は行っておりません。 

 しかし、事業会社の業績推移や新規事業展開の進捗状況、および世界情勢の変化等により、修正が必要と判断し

た場合には速やかに開示する予定です。 

  

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 

(税金費用の計算） 

当社及び一部の国内連結子会社は、税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税

引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税

率を乗じて計算しております。 

   

（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：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 14,332 14,398

受取手形及び売掛金 3,277 3,196

有価証券 882 865

商品及び製品 8,954 9,624

原材料及び貯蔵品 704 843

繰延税金資産 673 681

その他 1,128 1,218

貸倒引当金 △100 △110

流動資産合計 29,854 30,717

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,548 3,438

機械及び装置（純額） 15 15

工具、器具及び備品（純額） 1,344 1,299

土地 1,062 1,062

建設仮勘定 30 8

その他（純額） 172 113

有形固定資産合計 6,174 5,938

無形固定資産 1,526 1,677

投資その他の資産   

長期預金 5,000 2,000

敷金及び保証金 7,491 7,253

建設協力金 362 287

その他 1,680 5,544

貸倒引当金 △11 △11

投資その他の資産合計 14,523 15,073

固定資産合計 22,224 22,689

資産合計 52,079 53,406
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,570 2,190

短期借入金 1,382 1,608

未払金 2,503 2,407

未払法人税等 274 540

賞与引当金 77 36

店舗閉鎖損失引当金 146 89

その他 1,463 1,208

流動負債合計 7,417 8,081

固定負債   

長期借入金 4,000 4,000

役員退職慰労引当金 55 64

資産除去債務 340 339

その他 431 512

固定負債合計 4,827 4,916

負債合計 12,244 12,998

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,901 5,901

資本剰余金 6,829 6,829

利益剰余金 35,557 35,525

自己株式 △8,401 △8,401

株主資本合計 39,886 39,854

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 44 278

為替換算調整勘定 △359 △30

その他の包括利益累計額合計 △314 247

少数株主持分 262 306

純資産合計 39,834 40,408

負債純資産合計 52,079 53,406
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 42,733 43,284

売上原価 14,074 14,181

売上総利益 28,658 29,103

販売費及び一般管理費 28,203 27,971

営業利益 455 1,131

営業外収益   

受取利息 30 31

受取賃貸料 13 16

受取補償金 5 24

為替差益 97 97

受取手数料 46 10

貯蔵品売却益 72 0

その他 53 87

営業外収益合計 320 270

営業外費用   

支払利息 17 31

支払手数料 18 22

その他 9 19

営業外費用合計 45 73

経常利益 730 1,327

特別利益   

固定資産売却益 41 10

投資有価証券売却益 － 196

特別利益合計 41 206

特別損失   

固定資産除売却損 61 47

店舗解約損失金 18 8

投資有価証券評価損 3 0

店舗閉鎖損失引当金繰入額 91 19

特別損失合計 175 75

税金等調整前四半期純利益 597 1,458

法人税等 592 544

少数株主損益調整前四半期純利益 4 914

少数株主利益又は少数株主損失（△） △0 18

四半期純利益 4 895
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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：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 4 914

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △10 233

為替換算調整勘定 233 354

その他の包括利益合計 223 587

四半期包括利益 227 1,501

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 208 1,457

少数株主に係る四半期包括利益 18 44
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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３四半期連結累計期間（自 平成24年４月１日 至 平成24年12月31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．セグメント利益又は損失（△）の調整額３百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   ２．セグメント利益又は損失（△）は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

    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  

  該当事項はありません。 

  

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自 平成25年４月１日 至 平成25年12月31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．セグメント利益の調整額△１百万円は、セグメント間取引消去であります。 

   ２．セグメント利益は四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 

  

    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  

  該当事項はありません。 

  

（３）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）

（単位：百万円）

  報告セグメント 
調整額 
（注）1 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

  日本 海外 計 

売上高           

外部顧客への売上高  38,429  4,304  42,733  －  42,733

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 145  100  245  △245  －

計  38,574  4,404  42,979  △245  42,733

セグメント利益又は損失（△）  672  △220  451  3  455

（単位：百万円）

  報告セグメント 
調整額 
（注）1 

四半期連結
損益計算書
計上額 
（注）２ 

  日本 海外 計 

売上高           

外部顧客への売上高  37,551  5,732  43,284  －  43,284

セグメント間の内部 
売上高又は振替高 

 152  128  280  △280  －

計  37,703  5,861  43,565  △280  43,284

セグメント利益  1,114  18  1,132  △1  1,131
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