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（百万円未満切捨て） 

１．平成26年３月期第１四半期の連結業績（平成25年４月１日～平成25年６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１四半期 11,513 － 821 － 822 － 460 －
25年３月期第１四半期 － － － － － － － －

（注）包括利益  26年３月期第１四半期  460百万円（－％）  25年３月期第１四半期－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１四半期 23.86 23.74
25年３月期第１四半期 － －
（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１四半期の数値

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１四半期 27,604 17,324 62.7 
25年３月期 27,837 17,318 62.2 

（参考）自己資本    26年３月期第１四半期  17,319百万円  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 －  

26年３月期(予想)  0.00 － 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、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) 

24,038 － 1,990 － 1,972 － 1,057 － 54.80

通      期 49,247 7.7 4,246 14.5 4,208 13.1 2,175 5.8 112.71
（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：無 

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26年３月期第２四半期(累計)の対
前年同四半期増減率については記載しておりません。 

 



 

※ 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１Ｑ 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１Ｑ 591,553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１Ｑ 19,303,234株 25年３月期１Ｑ 19,119,276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 

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。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

（参考）個別業績の概要 
１．平成26年３月期第１四半期の個別業績（平成25年４月１日～平成25年６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１四半期 11,020 4.6 792 11.9 786 10.1 441 17.3
25年３月期第１四半期 10,536 11.5 708 34.2 714 35.6 376 22.9

 

 
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１四半期 22.86 22.74
25年３月期第１四半期 19.68 19.47

 
(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１四半期 27,171 17,151 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１四半期 17,146百万円 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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率） 

 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

第２四半期 
(累計) 

22,953 4.8 1,871 8.6 997 7.0 51.65

通      期 47,193 5.5 4,007 12.1 2,055 8.0 106.48
（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１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、昨年末の政権交代後の金融政策への期待感

から円安の進行、株価の上昇が見られ、景気は緩やかに持ち直しているものの、欧州や新興国経済

に対する懸念等もあり、依然として先行きは不透明な状況が続きました。 

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

ましたが、個人消費全体としては力強さを欠き、厳しい状態の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18店舗の新規出店を行なうとともに、２店舗の退店、13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いたしました。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39.6%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１四半期連結累計期間の売上高は11,513百万円、営業利益は821百万円、経常

利益は822百万円、四半期純利益は460百万円となりました。 

 

(2) 財政状態に関する説明 

（総資産） 

当第１四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232百万円減少

し、27,604百万円となりました。これは主に、商品及び製品が974百万円増加した一方で、現金

及び預金が824百万円減少、受取手形及び売掛金が536百万円減少したこと等によるものでありま

す。 

 

（負債） 

当第１四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238百万円減少

し、10,279百万円となりました。これは主に、支払手形及び買掛金が260百万円増加した一方

で、未払法人税等が738百万円減少したこと等によるものであります。 

 

（純資産） 

当第１四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５百万円増加し、

17,324百万円となりました。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460百万円の計上等によるものであります。 

 

（自己資本比率） 

当第１四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0.5ポイン

ト増の62.7％となりました。 

 

(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及び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。 
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,346,505 2,522,241

受取手形及び売掛金 3,794,491 3,257,659

商品及び製品 8,801,690 9,776,221

原材料及び貯蔵品 11,987 37,177

繰延税金資産 275,766 97,548

その他 129,400 174,417

貸倒引当金 △6,800 △6,800

流動資産合計 16,353,043 15,858,466

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,888,316 1,961,368

土地 1,269,656 1,269,656

リース資産（純額） 501,694 581,175

その他（純額） 643,927 724,113

有形固定資産合計 4,303,595 4,536,313

無形固定資産 33,694 31,195

投資その他の資産   

投資有価証券 44,798 45,152

繰延税金資産 502,907 503,240

敷金及び保証金 6,182,104 6,184,881

その他 438,640 466,687

貸倒引当金 △21,702 △21,702

投資その他の資産合計 7,146,749 7,178,258

固定資産合計 11,484,039 11,745,767

資産合計 27,837,082 27,604,234

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,553,613 3,813,759

短期借入金 32,500 32,500

1年内償還予定の社債 500,000 1,000,000

リース債務 259,887 262,867

未払法人税等 950,335 212,203

賞与引当金 302,307 145,212

役員賞与引当金 31,200 9,000

株主優待引当金 18,000 18,000

その他 1,696,674 1,985,299

流動負債合計 7,344,519 7,478,843
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年６月30日) 

固定負債   

社債 1,200,000 700,000

長期借入金 110,000 102,500

リース債務 336,157 405,251

退職給付引当金 569,282 577,782

役員退職慰労引当金 132,021 134,041

繰延税金負債 32,136 32,030

資産除去債務 539,071 549,006

その他 254,919 300,391

固定負債合計 3,173,589 2,801,002

負債合計 10,518,108 10,279,846

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 4,178,325

利益剰余金 10,375,756 10,373,283

自己株式 △241,866 △232,804

株主資本合計 17,298,938 17,305,204

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 14,202

その他の包括利益累計額合計 13,974 14,202

新株予約権 6,061 4,981

純資産合計 17,318,974 17,324,387

負債純資産合計 27,837,082 27,604,234
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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)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

売上高 11,513,122

売上原価 6,131,602

売上総利益 5,381,519

販売費及び一般管理費 4,559,626

営業利益 821,893

営業外収益  

受取利息 2

受取配当金 533

受取保険金 5,568

その他 7,252

営業外収益合計 13,355

営業外費用  

支払利息 7,776

その他 5,464

営業外費用合計 13,241

経常利益 822,007

特別損失  

固定資産除却損 12,676

店舗閉鎖損失 17,428

特別損失合計 30,105

税金等調整前四半期純利益 791,902

法人税、住民税及び事業税 153,714

法人税等調整額 177,652

法人税等合計 331,366

少数株主損益調整前四半期純利益 460,535

四半期純利益 460,535
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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)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 460,535

その他の包括利益  

その他有価証券評価差額金 227

その他の包括利益合計 227

四半期包括利益 460,763

（内訳）  

親会社株主に係る四半期包括利益 460,763

少数株主に係る四半期包括利益 －
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(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事項) 

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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