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(百万円未満切捨て)

1. 平成26年10月期第１四半期の連結業績（平成25年11月1日～平成26年1月31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10月期第１四半期 4,550 31.5 288 ― 294 ― 260 ― 

25年10月期第１四半期 3,461 △0.4 △337 ― △270 ― △295 ―  
(注) 包括利益 26年10月期第１四半期 370百万円 ( ― ％) 25年10月期第１四半期 △67百万円 ( ― ％)

 

 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10月期第１四半期 14.83 14.75

25年10月期第１四半期 △16.80 ―

 
(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10月期第１四半期 19,674 12,542 62.8

25年10月期 19,464 12,150 61.5 
(参考) 自己資本 26年10月期第１四半期 12,348百万円  25年10月期 11,978百万円 

 
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10月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

26年10月期 ―   

26年10月期(予想)   0.00 ― 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10月期の連結業績予想（平成25年11月1日～平成26年10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) 9,000 7.5 350 26.2 300 △16.4 200 △17.6 11.37

通期 17,500 5.5 400 94.5 300 83.2 200 △54.1 11.37

(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 ： 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） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 26年10月期１Ｑ 3,780,566株 25年10月期 3,780,566株

② 期末自己株式数 26年10月期１Ｑ 183,034株 25年10月期 182,929株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年10月期１Ｑ 3,597,581株 25年10月期１Ｑ 3,598,037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 

本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手困難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。実際の業績等は業績の変化により、上記予想数値と異なる場合があります。 
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当第１四半期連結累計期間におきましては、売上高は45億50百万円（前年同四半期比31.5％増）、

営業利益は２億88百万円（前年同四半期は３億37百万円の損失）、経常利益は２億94百万円（前年同

四半期は２億70百万円の損失）、四半期純利益は２億60百万円（前年同四半期は２億95百万円の損

失）となりました。また、当社グループの経営指標として重要視しておりますEBITDA（※）は４億６

百万円となりました。

※EBITDA＝営業利益＋減価償却費＋その他償却費＋現金流出を伴わない費用

これは、当社グループが従来より進めて参りました、品質の優位性とデザインの先端性を伴うブラ

ンド戦略が、着実に成果を現して来た結果と考えております。特に、国内小売部門売上につきまして

は、前年同四半期比で３割以上増加し、ブランド認知向上によるところが大きいと捉えております。

但し、消費税引き上げ前の駆込み需要やその反動も想定されるため、４月以降の市場動向には、注視

いたしたいと考えております。

セグメントの概況は、以下のとおりであります。

小売事業

小売事業につきましては、上述の要因等により、当第１四半期連結累計期間の売上高は38億94百万

円（前年同四半期比31.0％増）、セグメント利益は２億46百万円（前年同四半期は３億16百万円の損

失）となりました。

卸売事業

卸売事業につきましては、真珠素材価格の堅調さ等により、当第１四半期連結累計期間の売上高は

６億55百万円（前年同四半期比34.5％増）、セグメント利益は41百万円（前年同四半期は27百万円の

損失）となりました。

当第１四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ２億９百万円増加し196億74百

万円となりました。なかでも、主に流動資産においては棚卸資産が７億79百万円増加し、現金及び預

金が４億78百万円減少しております。

負債の部につきましては、前連結会計年度末と比べ１億82百万円減少し71億31百万円となりまし

た。これは、主に長期借入金の減少１億円によるものであります。

純資産の部につきましては、前連結会計年度末と比べ３億91百万円増加し125億42百万円となりま

した。これは、主に利益剰余金の増加２億60百万円、為替換算調整勘定の増加１億９百万円によるも

のであります。

通期の業績につきましては、平成25年12月20日に公表いたしました連結業績予想から変更はござい

ません。

なお、業績予想は現時点において入手可能な情報に基づき作成しており、実際の業績は今後様々な

要因によって予想数値と異なる場合があります。

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

2

株式会社TASAKI(7968)平成26年10月期 第１四半期決算短信



該当事項はありません。

・固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定す

る方法によっております。

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

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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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10月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成26年１月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 1,593,817 1,114,844

受取手形及び売掛金 743,659 706,091

たな卸資産 11,595,436 12,375,034

その他 1,228,991 1,120,826

貸倒引当金 △6,312 △6,572

流動資産合計 15,155,592 15,310,225

固定資産

有形固定資産 2,349,685 2,416,073

無形固定資産 96,394 95,541

投資その他の資産 1,863,292 1,852,385

固定資産合計 4,309,372 4,364,000

資産合計 19,464,965 19,674,226

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 780,620 764,286

1年内返済予定の長期借入金 200,000 200,000

未払法人税等 38,994 9,477

賞与引当金 93,718 56,451

役員賞与引当金 63,100 63,100

資産除去債務 1,386 －

その他 813,915 816,009

流動負債合計 1,991,735 1,909,324

固定負債

長期借入金 2,300,000 2,200,000

繰延税金負債 198,412 200,792

再評価に係る繰延税金負債 56,505 56,505

退職給付引当金 2,574,772 2,575,674

資産除去債務 177,059 178,041

その他 15,521 11,089

固定負債合計 5,322,270 5,222,104

負債合計 7,314,006 7,131,428

純資産の部

株主資本

資本金 100,000 100,000

資本剰余金 11,629,566 11,629,566

利益剰余金 796,024 1,057,010

自己株式 △792,690 △792,762

株主資本合計 11,732,900 11,993,814

その他の包括利益累計額

土地再評価差額金 94,103 94,103

為替換算調整勘定 151,037 260,125

その他の包括利益累計額合計 245,141 354,228

新株予約権 172,916 194,753

純資産合計 12,150,958 12,542,797

負債純資産合計 19,464,965 19,674,226
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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１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年11月１日 

 至 平成25年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年11月１日 

 至 平成26年１月31日) 

売上高 3,461,531 4,550,205

売上原価 1,362,186 1,682,902

売上総利益 2,099,345 2,867,302

販売費及び一般管理費 2,437,259 2,578,448

営業利益又は営業損失（△） △337,913 288,854

営業外収益

受取利息 711 531

為替差益 100,381 20,477

工事負担金等受入額 4,431 4,431

雑収入 6,297 27,478

営業外収益合計 111,821 52,918

営業外費用

支払利息 41,253 28,786

借入手数料 － 15,000

雑損失 2,942 3,388

営業外費用合計 44,195 47,175

経常利益又は経常損失（△） △270,287 294,598

特別利益

固定資産売却益 851 －

新株予約権戻入益 1,527 －

特別利益合計 2,379 －

特別損失

固定資産除売却損 485 2,003

減損損失 － 17,215

特別退職金 11,484 －

特別損失合計 11,970 19,219

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△279,878 275,378

法人税、住民税及び事業税 10,978 12,012

法人税等調整額 4,715 2,380

法人税等合計 15,694 14,392

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（△）

△295,572 260,985

四半期純利益又は四半期純損失（△） △295,572 260,985
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四半期連結包括利益計算書
第１四半期連結累計期間

(単位：千円)

前第１四半期連結累計期間
(自 平成24年11月１日 

 至 平成25年１月31日) 

当第１四半期連結累計期間
(自 平成25年11月１日 

 至 平成26年１月31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（△）

△295,572 260,985

その他の包括利益

為替換算調整勘定 227,949 109,087

その他の包括利益合計 227,949 109,087

四半期包括利益 △67,622 370,073

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △67,622 370,073

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。

Ⅰ  前第１四半期連結累計期間(自 平成24年11月１日 至 平成25年１月31日) 

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 セグメント損失（△）の調整額6,434千円は、セグメント間取引消去であります。

２ セグメント損失（△）は、四半期連結損益計算書の営業利益又は営業損失（△）と調整を行っております。

Ⅱ  当第１四半期連結累計期間(自 平成25年11月１日 至 平成26年１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931千円は、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又は営業損失（△）と調整を行っております。

２．報告セグメントの変更等に関する事項

前連結会計年度の第４四半期連結会計期間より、在外子会社の原価計算方法を変更しております。

なお、当第１四半期連結累計期間の比較情報として開示した前第１四半期連結累計期間のセグメント

情報については、変更後の利益又は損失の算定方法により作成しており、前連結会計年度の第１四半期

連結累計期間に開示したセグメント情報の利益又は損失の算定方法との間に相違が見られます。

（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：千円)

 
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小売事業 卸売事業 計

売上高          

外部顧客への売上高 2,974,200 487,331 3,461,531 ― 3,461,531

セグメント間の内部売上高
又は振替高

64,042 51,068 115,111 △115,111 ―

計 3,038,242 538,400 3,576,643 △115,111 3,461,531

セグメント損失(△) △316,976 △27,371 △344,348 6,434 △337,913
 

    (単位：千円)

 
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小売事業 卸売事業 計

売上高          

外部顧客への売上高 3,894,739 655,466 4,550,205 ― 4,550,205

セグメント間の内部売上高
又は振替高

― 84,493 84,493 △84,493 ―

計 3,894,739 739,959 4,634,698 △84,493 4,550,205

セグメント利益 246,526 41,396 287,923 931 288,854
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