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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23期

第３四半期連結
累計期間

第24期
第３四半期連結

累計期間
第23期

会計期間
自平成24年２月１日
至平成24年10月31日

自平成25年２月１日
至平成25年10月31日

自平成24年２月１日
至平成25年１月31日

売上高（千円） 4,797,176 5,393,678 6,149,179

経常利益（千円） 312,785 287,444 325,735

四半期（当期）純利益（千円） 181,368 172,520 190,136

四半期包括利益又は包括利益

（千円）
　191,449 　187,858 207,813

純資産額（千円） 1,801,284 1,975,694 1,817,647

総資産額（千円） 6,111,261 6,206,347 5,417,836

１株当たり四半期（当期）純利益

金額（円）
99.05 92.59　 103.38

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（％） 29.5　 31.8　 33.5

　

回次
第23期

第３四半期連結
会計期間

第24期
第３四半期連結

会計期間

会計期間
自平成24年８月１日
至平成24年10月31日

自平成25年８月１日
至平成25年10月31日

１株当たり四半期純利益金額

（円）
44.49 39.79　

（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等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．平成25年２月１日付で１株につき200株の株式分割を行いましたが、前連結会計年度の期首に当該株式分割が

行われたと仮定し、１株当たり四半期（当期）純利益金額を算定しております。
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２【事業の内容】

当第３四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３四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３四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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、８月の有効求人倍率が0.95倍となり６ヶ月連続して改善した

ほか、７－９月期のＧＤＰ成長率が４四半期連続してプラスとなるなど、緩やかな景気回復基調がみられました。

当社が属する婦人靴業界におきましては、大手各社による低価格路線の継続がみられました。

こうした環境のもと、当第３四半期連結累計期間において当社は、高付加価値商材の積極的な投入、適正価格の

維持並びにイレギュラー商材の拡販に努めました。

この結果、当第３四半期連結累計期間につきましては、売上高5,393百万円(前年同期比12.4％増)、営業利益273

百万円(同11.5％減)、経常利益287百万円(同8.1％減)、四半期純利益172百万円(同4.9％減)となりました。

当第３四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３四半期連結累計期間におきましては、アパレル顧客向け販売が計画を大きく下回ったものの、百貨店及び

通販事業者向け販売が計画を上回ったほか、専門店顧客向け販売がプラスに転じたことから売上高は前年同期比二

桁増となりました。

直インポート商材の採算性悪化により粗利益率は前年を下回ったものの、販売が堅調であったことから営業利益

は前年を僅かに上回りました。この結果、卸売事業における売上高は4,168百万円(前年同期比10.0％増)、営業利

益800百万円(同2.1％増)となりました。

（小売事業）

当第３四半期連結累計期間におきましては、店頭ニーズを反映したＭＤの徹底と、接客レベルの向上に注力しま

した。また、JELLY BEANS河原町ＯＰＡ店、ららぽーと横浜店、静岡パルコ店を移設リニューアルする一方、

GinetteなんばＣＩＴＹ店、プレミアヨコハマ店、JELLY BEANSららぽーと柏の葉店、アトレ秋葉原店、平塚ラスカ

店、アトレ新浦安店、メトロ・エム後楽園店、トレッサ横浜店を出店しました。これにより、10月31日現在の直営

店舗数は28店舗となりました。既存店売上が前年を上回ったことに加え、稼働店舗数が過去最多となったことから

売上高については、上場来最高となりました。しかしながら、直インポート商材の採算性悪化により粗利益率が低

下したことに加え、期初計画外の新規出店による費用が嵩んだことなどから営業利益につきましては前年を下回り

ました。

この結果、小売事業における売上高は1,225百万円(前年同期比21.6％増)、営業利益109百万円(同15.3％減)とな

りました。

（その他事業）

中国現地法人を通じた直接輸入及び検品足数の減少により、その他事業における売上高は39百万円(前年同期比

17.7％減)、また品質管理強化に伴う人件費等の増加により販売費・一般管理費が増加したことから、営業利益は

４百万円(同78.9％減)となりました。

　

(2）財政状況

（資産）

当第３四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、2,602百万円（前連結会計年度末は1,826百万円）とな

り、776百万円増加しました。主な理由は、売上債権の増加（807百万円から1,446百万円へ638百万円増）、商品在

庫の増加（218百万円から467百万円へ249百万円増）及び現金及び預金の減少（784百万円から674百万円へ110百万

円減）であります。

また、固定資産の残高は、3,604百万円（前連結会計年度末は3,591百万円）となり、12百万円増加しました。主

な理由は、固定資産の取得による増加（128百万円増）、減価償却による減少（147百万円減）、差入保証金の増加

（42百万円増）であります。
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（負債）

当第３四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、2,158百万円（前連結会計年度末は1,536百万円）とな

り、621百万円増加しました。主な理由は、仕入債務の増加（465百万円から907百万円へ441百万円増）、未払法人

税等の増加（27百万円から87百万円へ60百万円増）及び１年内返済予定の長期借入金の増加（815百万円から860

百万円へ45百万円増）であります。

また、固定負債の残高は、2,072百万円（前連結会計年度末は2,063百万円）となり、８百万円増加しました。主

な理由は、運転資金の調達による長期借入金の増加（1,834百万円から1,879百万円へ44百万円増）、退職給付引当

金の増加（90百万円から98百万円へ８百万円増）及びリース債務の減少（121百万円から77百万円へ44百万円減）

であります。

（純資産）

当第３四半期連結会計期間末における純資産の残高は、1,975百万円（前連結会計年度末は1,817百万円）とな

り、158百万円増加しました。主な理由は、四半期純利益の計上172百万円による増加、為替換算調整勘定の増加

（４百万円から17百万円へ13百万円増）及び配当金の支払い29百万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３四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 6,400,000

計 6,400,000

②【発行済株式】

種類
第３四半期会計期間末現在
発行数（株）

（平成25年10月31日）

提出日現在発行数（株）
（平成25年12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 1,920,000 1,920,000

東京証券取引所

ＪＡＳＤＡＱ

（グロース）

単元株式数

100株

計 1,920,000 1,920,000 － －

　

（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25年８月１日～

平成25年10月31日
－ 1,920,000 － 308,100 － 230,600

　

　

　

（６）【大株主の状況】

　当四半期会計期間は第３四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25年10月31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 　　56,800 － －

完全議決権株式（その他） 普通株式　1,863,100 18,631

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 普通株式       100 － －

発行済株式総数 　　　1,920,000 － －

総株主の議決権 － 18,631 －

　  

②【自己株式等】

平成25年10月31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
56,800 － 56,800 2.96

計 － 56,800 － 56,800 2.96

　

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３四半期連結会計期間（平成25年８月１日から平

成25年10月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年２月１日から平成25年10月31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25年１月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年10月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 784,896 674,150

受取手形及び売掛金 807,593 1,446,124

商品及び製品 218,153 467,826

その他 21,038 20,525

貸倒引当金 △5,600 △6,300

流動資産合計 1,826,082 2,602,327

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,586,931 1,602,599

土地 1,529,346 1,529,346

その他（純額） 141,377 101,996

有形固定資産合計 3,257,655 3,233,942

無形固定資産 89,811 72,789

投資その他の資産
※2 244,288 ※2 297,288

固定資産合計 3,591,754 3,604,020

資産合計 5,417,836 6,206,347

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 465,594 907,536

1年内返済予定の長期借入金 815,307 860,388

未払法人税等 27,453 87,807

賞与引当金 － 33,471

返品調整引当金 5,400 8,100

その他 223,035 261,077

流動負債合計 1,536,790 2,158,380

固定負債

長期借入金 1,834,938 1,879,201

退職給付引当金 90,743 98,851

その他 137,716 94,219

固定負債合計 2,063,397 2,072,272

負債合計 3,600,188 4,230,653
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（単位：千円）

前連結会計年度
(平成25年１月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成25年10月31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 1,335,330 1,478,039

自己株式 △71,056 △71,056

株主資本合計 1,802,973 1,945,683

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 10,440 12,044

為替換算調整勘定 4,234 17,967

その他の包括利益累計額合計 14,674 30,011

純資産合計 1,817,647 1,975,694

負債純資産合計 5,417,836 6,206,347
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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１日
　至　平成24年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年２月１日
　至　平成25年10月31日)

売上高 4,797,176 5,393,678

売上原価 3,033,228 3,450,394

売上総利益 1,763,948 1,943,283

販売費及び一般管理費 1,455,032 1,669,747

営業利益 308,916 273,535

営業外収益

仕入割引 35,931 41,258

その他 14,985 17,063

営業外収益合計 50,917 58,321

営業外費用

支払利息 37,687 31,718

その他 9,360 12,693

営業外費用合計 47,048 44,412

経常利益 312,785 287,444

特別利益

固定資産売却益 － 113

特別利益合計 － 113

特別損失

固定資産除却損 400 80

特別損失合計 400 80

税金等調整前四半期純利益 312,385 287,477

法人税等 131,016 114,956

少数株主損益調整前四半期純利益 181,368 172,520

四半期純利益 181,368 172,520
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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１日
　至　平成24年10月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成25年２月１日
　至　平成25年10月31日)

少数株主損益調整前四半期純利益 181,368 172,520

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 9,983 1,604

為替換算調整勘定 98 13,732

その他の包括利益合計 10,081 15,337

四半期包括利益 191,449 187,858

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 191,449 187,858

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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【会計方針の変更等】

（会計上の見積りの変更と区別することが困難な会計方針の変更）

　当社は、法人税法の改正に伴い、第１四半期連結会計期間より、平成25年２月１日以後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。

　なお、これによる当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は

軽微であります。

  

【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】

（税金費用の計算）

  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。 

　

【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25年１月31日）
当第３四半期連結会計期間

（平成25年10月31日）

受取手形割引高　 199,432千円 －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25年１月31日）
当第３四半期連結会計期間

（平成25年10月31日）

投資その他の資産 △17,513千円 △16,938千円

　

（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３四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３四半期

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３四半期連結累計期間
（自  平成24年２月１日
至  平成24年10月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自  平成25年２月１日
至  平成25年10月31日）

減価償却費 141,023千円 147,782千円

 　

（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成24年２月１日　至　平成24年10月31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３四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３四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。 

　

（３）株主資本の金額の著しい変動

　平成24年６月12日開催の取締役会において、第三者割当による自己株式の処分を決議し、平成24年６月27日に

払込手続が完了いたしました。

　この結果、当第３四半期連結累計期間において利益剰余金は25,262千円、自己株式は75,060千円それぞれ減少

し、当第３四半期連結会計期間末において利益剰余金は1,326,561千円、自己株式は71,056千円となっておりま

す。

　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成25年２月１日　至　平成25年10月31日）
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（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25年４月25日

定時株主総会
普通株式 29,811 3,200 平成25年１月31日 平成25年４月26日 利益剰余金

（注）当社は、平成25年２月１日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っておりますが、上記配当金につ

いては、当該株式分割前の株式数を基準に配当を実施しております。

　

（２）基準日が当第３四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３四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。 

　

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自平成24年２月１日 至平成24年10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

　 （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 3,789,786 1,007,389 － 4,797,176 － 4,797,176

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － 47,814 47,814 △47,814 －

計 3,789,786 1,007,389 47,814 4,844,991 △47,814 4,797,176

セグメント利益 784,157 128,666 19,343 932,167 △623,250 308,916

（注）１．セグメント利益の調整額△623,250千円には、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。

　　

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自平成25年２月１日 至平成25年10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

　 （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 4,168,449 1,225,228 － 5,393,678 － 5,393,678

セグメント間の内部売上高
又は振替高

－ － 39,338 39,338 △39,338 －

計 4,168,449 1,225,228 39,338 5,433,016 △39,338 5,393,678

セグメント利益 800,864 109,018 4,076 913,959 △640,423 273,535

（注）１．セグメント利益の調整額△640,423千円には、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。
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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。

　

（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３四半期連結累計期間
（自  平成24年２月１日
至  平成24年10月31日）

当第３四半期連結累計期間
（自  平成25年２月１日
至  平成25年10月31日）

１株当たり四半期純利益金額 99円05銭 92円59銭

（算定上の基礎）     

四半期純利益金額（千円） 181,368 172,520

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） 181,368 172,520

普通株式の期中平均株式数（株） 1,831,010 1,863,200

（注）１．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。

　　　２．当社は、平成25年２月１日付で普通株式１株につき200株の割合で株式分割を行っております。前連結会計年

度の期首に当該株式分割が行われたと仮定して１株当たり四半期純利益金額を算定しております。

　

（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25年12月10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 小松　亮一　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25年２月１日から平成26年１月31日までの連結会計年度の第３四半期連結会計期間（平成25年８月１日から平成

25年10月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成25年２月１日から平成25年10月31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25年10月31日現在の財政状態

及び同日をもって終了する第３四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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