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第一部【企業情報】

第１【企業の概況】

１【主要な経営指標等の推移】

回次
第22期

第１四半期連結
累計期間

第23期
第１四半期連結
累計期間

第22期

会計期間
自平成23年２月１日
至平成23年４月30日

自平成24年２月１日
至平成24年４月30日

自平成23年２月１日
至平成24年１月31日

売上高（千円） 1,448,781 1,533,257 5,766,900

経常利益（千円） 38,944 80,385 281,750

四半期（当期）純利益（千円） 18,333 46,993 170,681

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
17,967 　56,884 172,558

純資産額（千円） 1,434,296 1,616,921 1,588,888

総資産額（千円） 6,076,809 6,176,013 5,471,189

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
2,033.47　 5,212.19　 18,930.93

潜在株式調整後１株当たり四半期

（当期）純利益金額（円）
－ － －

自己資本比率（％） 23.6　 26.2　 29.0

（注）１．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標の推移については記載してお

りません。　

２．売上高には、消費税等は含んでおりません。

３．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりま

せん。

４．第22期第１四半期連結累計期間の四半期包括利益の算定にあたり、「包括利益の表示に関する会計基準」（企

業会計基準第25号　平成22年６月30日）を適用し、遡及処理しております。　

　

２【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、重要

な変更はありません。また、主要な関係会社における異動もありません。　
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第２【事業の状況】

１【事業等のリスク】

　当第１四半期連結累計期間において、新たに発生した事業等のリスクはありません。

　また、前事業年度の有価証券報告書に記載した事業等のリスクについて重要な変更はありません。

　

２【経営上の重要な契約等】

　当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

 

３【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

(1）業績の状況　

当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、平成24年３月の有効求人倍率が0.76となったほか、同月の全

国百貨店売上が３ヶ月ぶりに前年同月比プラスに転じるなど一部で回復の兆しがみられました。

しかしながら、３月度の消費者物価指数(食料及びエネルギー除く)が前年同月比0.5％下落し、依然としてデフレ

基調が根強いことに加え、倒産件数に占める不況型倒産の割合が４月迄35ヶ月連続して80％台と高水準となるな

ど、景気の回復基調は弱含みで推移しました。

当社が属する婦人靴業界におきましては、消費者の高い生活防衛意識に対応し、大手各社による安売り競争が長

期化していることなどから商品販売価格の下落傾向が見られました。

こうした環境のもと、当第１四半期連結累計期間において当社は、提案型営業強化による売上確保並びに店頭

ニーズを反映したＭＤに注力いたしました。

この結果、当第１四半期連結累計期間につきましては、売上高1,533百万円(前年同期比5.8％増)、営業利益76百万

円(同92.9％増)、経常利益80百万円(同106.4％増)、四半期純利益46百万円(同156.3％増)となりました。

当第１四半期連結累計期間におけるセグメントの業績は以下のとおりであります。なお、セグメントの業績につ

いては、セグメント間の内部売上高又は振替高を含めて記載しております。

（卸売事業）

当第１四半期連結累計期間におきましては、専門店、スーパー・ＧＭＳ及びアパレル顧客向け販売が計画を下

回って推移したことに加え、平均販売単価の下落傾向がみられましたが、百貨店顧客向け販売及び自社WEB通販が計

画を上回って推移したことから前年並み売上を確保することができました。これらの結果、卸売事業における売上

高は1,249百万円(前年同期比0.6％増)、営業利益248百万円(同4.0％増)となりました

（小売事業）

当第１四半期連結累計期間におきましては、店頭ニーズを木目細かく反映したＭＤに努めたほか、平成24年３月

にJELLY BEANS札幌ステラプレイス店を閉鎖する一方、JELLY BEANSつくばクレオスクエアＱ'ｔ店、アトレ松戸店

を、４月にJELLY BEANSららぽーと磐田店を出店しました。これにより、４月30日現在の直営店舗数は20店舗となり

ました。この結果、小売事業における売上高は283百万円(前年同期比37.3％増)、営業利益23百万円(前年同期は営業

損失２百万円)となりました。

（その他事業）

直インポート品の取扱い足数は減少したものの、検品手数料収入があったことから、その他事業における売上高

は９百万円(前年同期比37.5％増)となりました。しかしながら、検品工場の稼働による人件費・減価償却費等の増

加により営業利益は０百万円(同58.0％減)となりました。

　

(2）財政状況

（資産）

当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、2,483百万円（前連結会計年度末は1,820百万円）とな

り、662百万円増加しました。主な理由は、売上債権の増加（858百万円から1,243百万円へ385百万円増）、現金及び

預金の増加（768百万円から937百万円へ169百万円増）であります。

また、固定資産の残高は、3,692百万円（前連結会計年度末は3,650百万円）となり、41百万円増加しました。主な

理由は、固定資産の取得による増加（51百万円増）、減価償却による減少（45百万円減）及び差入保証金の増加

（29百万円増）であります。 
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（負債）

当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、2,213百万円（前連結会計年度末は1,500百万円）とな

り、712百万円増加しました。主な理由は、仕入債務の増加（468百万円から890百万円へ422百万円増）、未払金の増

加（113百万円から302百万円へ189百万円増）及び１年内返済予定の長期借入金の増加（816百万円から873百万円

へ57百万円増）であります。

また、固定負債の残高は、2,345百万円（前連結会計年度末は2,381百万円）となり、35百万円減少しました。主な

理由は、役員退職慰労引当金の減少169百万円、運転資金の調達による長期借入金の増加（2,007百万円から2,131百

万円へ124百万円増）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の残高は、1,616百万円（前連結会計年度末は1,588百万円）とな

り、28百万円増加しました。主な理由は、四半期純利益の計上46百万円による増加、配当金の支払い28百万円による

減少であります。　

　

(3）事業上及び財務上の対処すべき課題

　当第１四半期連結累計期間において当社グループが対処すべき課題について、重要な変更はありません。 

(4）研究開発活動

　特記すべき事項はありません。 
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第３【提出会社の状況】

１【株式等の状況】

（１）【株式の総数等】

①【株式の総数】

種類 発行可能株式総数（株）

普通株式 32,000

計 32,000

②【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末現在
発行数（株）
（平成24年４月30日）

提出日現在発行数（株）
（平成24年６月12日）

上場金融商品取引所名
又は登録認可金融商品
取引業協会名

内容

普通株式 9,600 9,600

大阪証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（グロース）

（注）

計 9,600 9,600 － －

 （注）当社は単元株制度を採用していないため、単元株式数はありません。

（２）【新株予約権等の状況】

　該当事項はありません。

　

（３）【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

　該当事項はありません。

（４）【ライツプランの内容】

　　該当事項はありません。 

 

（５）【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日
発行済株式総
数増減数
（株）

発行済株式総
数残高（株）

資本金増減額
（千円）

資本金残高
（千円）

資本準備金増
減額（千円）

資本準備金残
高（千円）

平成24年２月１日～

平成24年４月30日
－ 9,600 － 308,100 － 230,600

 

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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（７）【議決権の状況】

①【発行済株式】

 平成24年４月30日現在

区分 株式数（株） 議決権の数（個） 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等） 普通株式　　　　584　 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　　　9,016 9,016

権利内容に何ら限定のな

い当社における標準とな

る株式

単元未満株式 － － －

発行済株式総数 　　　9,600 － －

総株主の議決権 － 9,016 －

　  

②【自己株式等】

平成24年４月30日現在

所有者の氏名又は名称 所有者の住所
自己名義所有
株式数（株）

他人名義所有
株式数（株）

所有株式数の
合計（株）

発行済株式総数
に対する所有株
式数の割合

（％）

（自己保有株式）

株式会社アマガサ　

東京都台東区浅草六丁目

36番２号
584 － 584 6.08

計 － 584 － 584 6.08

　

２【役員の状況】

　該当事項はありません。
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第４【経理の状況】

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

　当社の四半期連結財務諸表は、「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」（平成19年内閣府

令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

　

２．監査証明について

　当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成24年２月１日から平成

24年４月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年２月１日から平成24年４月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、優成監査法人による四半期レビューを受けております。
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１【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24年１月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年４月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 768,033 937,133

受取手形及び売掛金 858,105 1,243,875

商品及び製品 181,536 291,114

その他 22,306 23,691

貸倒引当金 △9,300 △12,200

流動資産合計 1,820,681 2,483,614

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,651,566 1,653,323

土地 1,529,346 1,529,346

その他（純額） 151,084 162,735

有形固定資産合計 3,331,997 3,345,405

無形固定資産 56,287 51,298

投資その他の資産 ※2
 262,223

※2
 295,694

固定資産合計 3,650,508 3,692,399

資産合計 5,471,189 6,176,013

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 468,180 890,580

1年内返済予定の長期借入金 816,798 873,957

未払法人税等 26,129 38,272

賞与引当金 － 17,103

返品調整引当金 7,300 9,700

その他 182,436 383,506

流動負債合計 1,500,843 2,213,119

固定負債

長期借入金 2,007,447 2,131,703

退職給付引当金 89,268 86,569

役員退職慰労引当金 169,083 －

その他 115,658 127,699

固定負債合計 2,381,457 2,345,972

負債合計 3,882,301 4,559,091

EDINET提出書類

株式会社アマガサ(E03004)

四半期報告書

 8/17



（単位：千円）

前連結会計年度
(平成24年１月31日)

当第１四半期連結会計期間
(平成24年４月30日)

純資産の部

株主資本

資本金 308,100 308,100

資本剰余金 230,600 230,600

利益剰余金 1,199,307 1,217,448

自己株式 △146,116 △146,116

株主資本合計 1,591,890 1,610,032

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 1,836 7,328

為替換算調整勘定 △4,838 △439

その他の包括利益累計額合計 △3,001 6,889

純資産合計 1,588,888 1,616,921

負債純資産合計 5,471,189 6,176,013
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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23年２月１日
　至　平成23年４月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年２月１日
　至　平成24年４月30日)

売上高 1,448,781 1,533,257

売上原価 955,793 997,235

売上総利益 492,987 536,022

販売費及び一般管理費 453,559 459,949

営業利益 39,428 76,073

営業外収益

仕入割引 10,333 11,126

その他 4,194 7,025

営業外収益合計 14,528 18,151

営業外費用

支払利息 13,639 12,455

その他 1,373 1,384

営業外費用合計 15,012 13,839

経常利益 38,944 80,385

特別利益

貸倒引当金戻入額 414 －

特別利益合計 414 －

特別損失

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 7,443 －

その他 179 －

特別損失合計 7,623 －

税金等調整前四半期純利益 31,736 80,385

法人税等 13,402 33,392

少数株主損益調整前四半期純利益 18,333 46,993

四半期純利益 18,333 46,993
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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23年２月１日
　至　平成23年４月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自　平成24年２月１日
　至　平成24年４月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 18,333 46,993

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △1,460 5,491

為替換算調整勘定 1,094 4,399

その他の包括利益合計 △366 9,891

四半期包括利益 17,967 56,884

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 17,967 56,884

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更】

該当事項はありません。

　

【会計方針の変更等】

該当事項はありません。

　

【四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理】

 
当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年２月１日
至　平成24年４月30日）

税金費用の計算  税金費用については、当第１四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。 

 

　

【追加情報】

当第１四半期連結累計期間
（自　平成24年２月１日
至　平成24年４月30日）

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用）

当第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬 

の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号　平成21年12月４日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会 

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号　平成21年12月４日）を適用しております。 

　

（役員退職慰労引当金） 

当社は、平成23年10月３日開催の取締役会において、役員退職慰労金制度を平成24年１月31日をもって廃止することを

決議いたしました。また、平成24年４月26日開催の定時株主総会において、本制度廃止日までの在任期間に対応する退職

慰労金を打切り支給することとし、その支給の時期は、各役員の退任時とすることを決議いたしました。

これに伴い、本制度廃止日までの期間に対応する役員退職慰労引当金169百万円を流動負債の「その他」（156百万

円）及び固定負債の「その他」（12百万円）へ振り替えております。
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【注記事項】

（四半期連結貸借対照表関係）

　１　受取手形割引高

  
前連結会計年度
（平成24年１月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成24年４月30日）

受取手形割引高　 199,258千円 －千円

　

※２　資産の金額から直接控除している貸倒引当金の額

  
前連結会計年度
（平成24年１月31日）

当第１四半期連結会計期間
（平成24年４月30日）

投資その他の資産 △24,972千円 △22,410千円

　

　

（四半期連結損益計算書関係）

　　　　該当事項はありません。

　

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書及び前第１四半期連結累計期間に係

る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連結累計期間に係る減価償却

費（無形固定資産に係る償却費を含む。）は、次のとおりであります。

  
前第１四半期連結累計期間
（自  平成23年２月１日
至  平成23年４月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年２月１日
至  平成24年４月30日）

減価償却費 42,025千円 45,129千円

 　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自　平成23年２月１日　至　平成23年４月30日）

（１）配当金支払額

 
（決議）

　
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成23年４月26日

定時株主総会
普通株式 28,851 3,200平成23年１月31日平成23年４月27日利益剰余金

　

（２）基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間末後となるもの

　　　該当事項はありません。

　

Ⅱ　当第１四半期連結累計期間（自　平成24年２月１日　至　平成24年４月30日）

（１）配当金支払額

 
（決議）

　
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成24年４月26日

定時株主総会
普通株式 28,851 3,200平成24年１月31日平成24年４月27日利益剰余金

　

（２）基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期

間末後となるもの

　　　該当事項はありません。 
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（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第１四半期連結累計期間（自平成23年２月１日 至平成23年４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

　 （単位：千円）

 卸売事業 小売事業 その他事業 合計
調整額
（注）１　

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

売上高       

外部顧客への売上高 1,241,993206,787 － 1,448,781 － 1,448,781
セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － 6,550 6,550△6,550 －

計 1,241,993206,7876,5501,455,331△6,5501,448,781

セグメント利益又は損失（△） 238,832△2,457 1,888238,264△198,83539,428

（注）１．セグメント利益又は損失（△）の調整額△198,835千円には、各報告セグメントに配分していない全社費

用等が含まれております。全社費用等は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

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１四半期連結累計期間（自平成24年２月１日 至平成24年４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

　 （単位：千円）

 卸売事業 小売事業 その他事業 合計
調整額
（注）１　

四半期連結
損益計算書
計上額
（注）２

売上高       

外部顧客への売上高 1,249,322283,935 － 1,533,257 － 1,533,257
セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － 9,003 9,003△9,003 －

計 1,249,322283,9359,0031,542,261△9,0031,533,257

セグメント利益 248,49223,898 792 273,183△197,11076,073

（注）１．セグメント利益の調整額△197,110千円には、各報告セグメントに配分していない全社費用等が含まれて

おります。全社費用等は、主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。

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。

　　

（金融商品関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

（有価証券関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。

　

（デリバティブ取引関係）

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。
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（１株当たり情報）

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
（自  平成23年２月１日
至  平成23年４月30日）

当第１四半期連結累計期間
（自  平成24年２月１日
至  平成24年４月30日）

１株当たり四半期純利益金額 2,033円47銭 5,212円19銭

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（千円） 18,333 46,993

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る四半期純利益金額（千円） 18,333 46,993

普通株式の期中平均株式数（株） 9,016 9,016

（注）  潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　

（重要な後発事象）

該当事項はありません。

 

２【その他】

該当事項はありません。  
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第二部【提出会社の保証会社等の情報】
　該当事項はありません。
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 独立監査人の四半期レビュー報告書 

平成24年６月６日

株式会社アマガサ

取締役会　御中

優成監査法人

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 加藤　善孝　印

 
指定社員
業務執行社員

 公認会計士 波賀野　徹　印

　当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社アマガサ

の平成24年２月１日から平成25年１月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平成24年２月１日から平成

24年４月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成24年２月１日から平成24年４月30日まで）に係る四半期連結財

務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算書及び注記について四半期レ

ビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結財

務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸表を

作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対する結

論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して

四半期レビューを行った。

　四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質問、

分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

　当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認めら

れる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社アマガサ及び連結子会社の平成24年４月30日現在の財政状態及

び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要

な点において認められなかった。

　

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

　

以　上

　

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報告

書提出会社）が別途保管しております。

２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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