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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29期

第３四半期連結
累計期間

第30期
第３四半期連結

累計期間
第29期

会計期間

自平成25年
　３月１日
至平成25年
　11月30日

自平成26年
　３月１日
至平成26年
　11月30日

自平成25年
　３月１日
至平成26年
　２月28日

売上高 （百万円） 137,906 158,041 188,045

経常利益 （百万円） 26,639 32,502 34,814

四半期（当期）純利益 （百万円） 15,014 19,290 19,989

四半期包括利益又は包括利益 （百万円） 18,297 20,837 26,075

純資産額 （百万円） 124,140 147,485 131,919

総資産額 （百万円） 192,558 225,321 196,881

１株当たり四半期（当期）純利

益
（円） 199.41 256.20 265.48

潜在株式調整後１株当たり四半

期（当期）純利益
（円） 182.02 233.86 242.33

自己資本比率 （％） 64.3 65.3 66.8

営業活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） 12,712 18,628 22,997

投資活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △6,241 △6,781 △7,573

財務活動による

キャッシュ・フロー
（百万円） △6,446 △3,227 △5,916

現金及び現金同等物の四半期末

（期末）残高
（百万円） 68,941 87,703 78,755

 

回次
第29期

第３四半期連結
会計期間

第30期
第３四半期連結

会計期間

会計期間

自平成25年
　９月１日
至平成25年
　11月30日

自平成26年
　９月１日
至平成26年
　11月30日

１株当たり四半期純利益 （円） 58.32 68.41

　（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　四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。

 

２【事業の内容】

　当社グループは、株式会社エービーシー・マート（以下、「当社」という。）を企業集団の中核とし、連結子会社

12社及び非連結子会社３社から構成されております。靴を中心とした商品の販売及び自社商品の企画開発を主たる事

業としております。

　当第３四半期連結累計期間において、当社グループ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、新たな事業等のリスクの発生、または、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の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】

　文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループ（当社及び連結子会社）が判

断したものであります。

(1) 経営成績の分析

　当第３四半期連結累計期間（平成26年３月１日から平成26年11月30日まで）における事業環境は、政府の経済政策

や日銀の金融政策を背景に企業収益や雇用環境の改善が見られるようになりました。しかしながら、円安による原材

料価格の上昇や消費税率引上げに伴う影響が長期化し、個人消費は弱含んでおります。

　シューズ業界におきましては、スニーカートレンドによりスポーツシューズの販売が好調な状況となっておりま

す。また都心部や地方の観光地においては訪日外国人客の増加がプラスの要因になっております。

　このような状況下、当社グループは、スポーツシューズやウォーキングシューズを中心にプロパー販売の強化に努

めました。出店につきましては、当四半期までに、国内外合わせて61店舗の新規出店を実施しました。当社グループ

の店舗数は、974店舗となりました。

　以上の結果、当第３四半期連結累計期間における連結業績は、売上高は前年同期比14.6％増の1,580億41百万円、

営業利益は前年同期比23.2％増の320億79百万円、経常利益は前年同期比22.0％増の325億２百万円、四半期純利益は

前年同期比28.5％増の192億90百万円となりました。

 

　セグメントの業績は次のとおりであります。

①　国内

　商品につきましては、メンズ、レディースともに引き続きランニングシューズやファッションスニーカーといっ

たスポーツシューズや、機能性のあるウォーキングシューズの販売を強化しました。運動会等のシーズン需要によ

りキッズシューズも好調に推移しております。

　店舗展開につきましては、当四半期で16店舗、上期と合わせ40店舗の新規出店を実施しました。これにより、当

四半期末における国内店舗数は782店舗となりました（当四半期閉店３店舗）。既存店においても、引き続き増床

を含めた改装や好立地への移転を進めております。

　当四半期までの９ヶ月間における国内店舗の売上高増収率（インターネット販売を含む。）につきましては、全

店で前年同期比10.8％増、既存店で前年同期比6.7％増となりました。当四半期については、全店で前年同期比

6.6％増、既存店で前年同期比2.9％増となりました。プロパー販売が好調であったことから、既存店の客単価が前

年同期比で５％以上増加しました。

　これらの結果、国内における売上高は前年同期比11.2％増の1,201億52百万円、営業利益は前年同期比19.7％増

の289億22百万円となりました。

②　海外

　海外の店舗展開につきましては、当四半期において、韓国で６店舗、台湾で４店舗の新規出店をいたしました。

これにより、当四半期末時点（平成26年９月30日時点）の店舗数は、韓国159店舗、台湾29店舗、米国４店舗とな

りました。

　海外の業績につきましては、為替が前期より円安であったこと等により、韓国の売上高は前年同期比34.3％増の

270億83百万円、台湾は前年同期比23.7％増の18億40百万円、米国は前年同期比9.9％増の96億２百万円となりまし

た。海外連結子会社はいずれも12月決算であります。

　これらの結果、海外における売上高は前年同期比26.8％増の385億25百万円、営業利益は前年同期比66.3％増の

31億29百万円となりました。
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品目別販売実績

 

品目別
前第３四半期連結累計期間

（百万円）
当第３四半期連結累計期間

（百万円）
前年同期比（％）

スポーツ 65,635 81,242 23.8

レザーカジュアル 25,748 27,483 6.7

レディース 17,035 17,251 1.3

キッズ 7,710 8,838 14.6

ビジネス 8,203 8,301 1.2

サンダル 5,434 6,079 11.9

その他 8,137 8,845 8.7

売上高合計 137,906 158,041 14.6

　（注）１　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２　上記金額は、国内及び海外の合計で表示しております。

 

(2) 財政状態の分析

　流動資産合計は、前連結会計年度末に比べ250億１百万円増加し、1,545億43百万円となりました。主な要因は、

利益剰余金の増加による現金及び預金の増加89億50百万円、受取手形及び売掛金の増加27億57百万円、及びたな卸

資産の増加114億45百万円等によるものであります。

　固定資産合計は、前連結会計年度末に比べ34億39百万円増加し、707億77百万円となりました。主な要因は、新

規出店及び改装等に伴う有形固定資産の取得による増加25億86百万円及び敷金及び保証金の増加６億93百万円等に

よるものであります。

　負債合計は、前連結会計年度末に比べ128億73百万円増加し、778億35百万円となりました。主な要因は、当四半

期連結会計期間の末日が金融機関の休日であったこと等による支払手形及び買掛金並びに設備関係支払手形の増加

82億20百万円、借入金の増加23億86百万円等によるものであります。

　純資産合計は、前連結会計年度末に比べ155億66百万円増加し、1,474億85百万円となりました。主な要因は、利

益剰余金の四半期純利益の計上による増加及び配当金の支払による減少等によるものであります。

(3) キャッシュ・フローの状況

　当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比

べ89億47百万円増加し、877億３百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結累計期間における営業活動による資金収支は、186億28百万円の収入（前年同期比59億16百

万円収入増）となりました。この主な要因は、税金等調整前四半期純利益322億63百万円、減価償却費29億23百

万円、仕入債務の増加額79億18百万円、売上債権の増加額45億円、たな卸資産の増加額104億42百万円、及び法

人税等の支払による支出131億68百万円等によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結累計期間における投資活動による資金収支は、67億81百万円の支出（前年同期比５億40百万

円支出増）となりました。この主な要因は、新規出店及び店舗改装等に伴う有形固定資産の取得による支出47億

14百万円、敷金及び保証金の差入による支出17億33百万円、及び連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得によ

る支出13億14百万円等によるものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　当第３四半期連結累計期間における財務活動による資金収支は、32億27百万円の支出（前年同期比32億19百万

円支出減）となりました。この主な要因は、借入金の純増加額20億49百万円及び配当金の支払による支出52億60

百万円等によるものであります。
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(4）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。

(5) 研究開発活動

　該当事項はありません。

(6) 従業員数

　当第３四半期連結会計期間末における従業員数（従業員数は就業人員数）は、国内は3,025名、海外は1,291名とな

りました。これは、国内及び海外での新規出店に伴うもので、前連結会計年度末より国内は161名増加、海外は161名

増加しております。

 

(7) 生産、受注及び販売の実績

　当社グループの販売実績は、(1)経営成績の分析に記載のとおりであります。

 

(8) 主要な設備

　当第３四半期連結累計期間において、主要な設備に関し、新設、休止、大規模改修、除却、売却等において重要な

変更はありません。

 

(9) 経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見直し

　当社グループを取り巻く事業環境は、(1)経営成績の分析に記載のとおりであり、当第３四半期連結累計期間にお

いて、経営戦略上の重要な変更はありません。

(10) 資本の財源及び資金の流動性についての分析

　当社グループの資金の状況は、(3)キャッシュ・フローの状況に記載のとおりであります。
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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 334,500,000

計 334,500,000

 

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26年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成27年１月８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 75,294,429 75,294,429
東京証券取引所

（市場第一部）
単元株式数　100株

計 75,294,429 75,294,429 － －

（注）提出日現在の発行数には、平成27年１月１日からこの四半期報告書提出日までの新株予約権の行使により発行され

た株式数は含まれておりません。

 

（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
(百万円)

資本金
残高

(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

平成26年９月１日～

平成26年11月30日
－ 75,294,429 － 3,482 － 7,488
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（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。

 
 
 

（７）【議決権の状況】

　当第３四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成26年８月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成26年11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）
（自己保有株式）

普通株式　　　　　100
－ －

完全議決権株式（その他） 普通株式　 75,287,000 752,870 －

単元未満株式 普通株式　　　　7,329 － －

発行済株式総数 75,294,429 － －

総株主の議決権 － 752,870 －

　（注）　「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が200株（議決権２個）含ま

れております。

②【自己株式等】

平成26年11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）      

株式会社エービーシー・

マート

東京都渋谷区神南

一丁目11番５号
100 － 100 0.00

計 － 100 － 100 0.00

 

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
(1)　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）に基づいて作成しております。

　　なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

す。

 

(2)　当社の四半期連結財務諸表に掲記される科目その他の金額については、従来、千円単位で記載しておりましたが、

第１四半期連結会計期間及び第１四半期連結累計期間より百万円単位をもって記載することに変更しました。

 

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26年９月１日から平

成26年11月30日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成26年３月１日から平成26年11月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、太陽有限責任監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、従来、当社が監査証明を受けている太陽ＡＳＧ有限責任監査法人は、平成26年10月１日に名称を変更し、太

陽有限責任監査法人となりました。
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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：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年11月30日)

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 78,884 87,834

受取手形及び売掛金 6,463 9,221

商品及び製品 38,962 50,051

仕掛品 13 46

原材料及び貯蔵品 479 803

繰延税金資産 1,414 1,457

その他 3,355 5,167

貸倒引当金 △30 △38

流動資産合計 129,542 154,543

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 22,758 25,196

減価償却累計額 △10,980 △12,164

建物及び構築物（純額） 11,778 13,031

工具、器具及び備品 8,012 8,452

減価償却累計額 △4,923 △5,471

工具、器具及び備品（純額） 3,089 2,980

土地 17,696 19,071

建設仮勘定 90 174

その他 593 433

減価償却累計額 △463 △319

その他（純額） 129 113

有形固定資産合計 32,784 35,371

無形固定資産   

商標権 2,682 2,539

のれん 7,195 7,544

その他 1,770 1,787

無形固定資産合計 11,649 11,871

投資その他の資産   

投資有価証券 125 59

関係会社株式 94 102

長期貸付金 2,575 2,518

敷金及び保証金 18,960 19,653

その他 1,150 1,201

貸倒引当金 △1 △1

投資その他の資産合計 22,904 23,534

固定資産合計 67,338 70,777

資産合計 196,881 225,321
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  （単位：百万円）

 
前連結会計年度

(平成26年２月28日)
当第３四半期連結会計期間

(平成26年11月30日)

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,551 ※ 16,735

短期借入金 3,278 6,167

1年内返済予定の長期借入金 1,002 1,000

未払法人税等 7,113 6,942

賞与引当金 654 1,252

引当金 234 238

資産除去債務 26 21

設備関係支払手形 778 ※ 814

その他 5,722 7,546

流動負債合計 27,362 40,718

固定負債   

転換社債型新株予約権付社債 33,000 33,000

長期借入金 1,500 1,000

引当金 658 725

資産除去債務 243 264

その他 2,197 2,127

固定負債合計 37,599 37,116

負債合計 64,961 77,835

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,482 3,482

資本剰余金 7,488 7,488

利益剰余金 112,310 126,329

自己株式 △0 △0

株主資本合計 123,281 137,300

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 23 13

為替換算調整勘定 8,241 9,757

その他の包括利益累計額合計 8,265 9,770

少数株主持分 372 413

純資産合計 131,919 147,485

負債純資産合計 196,881 225,321
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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25年３月１日
　至　平成25年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年11月30日)

売上高 137,906 158,041

売上原価 60,282 70,405

売上総利益 77,624 87,635

販売費及び一般管理費   

荷造運搬費 1,598 1,780

広告宣伝費 5,487 4,922

保管費 1,556 1,704

役員報酬及び給料手当 13,772 14,735

賞与 227 554

賞与引当金繰入額 1,117 1,246

法定福利及び厚生費 1,807 2,105

地代家賃 13,156 14,658

減価償却費 2,863 2,923

水道光熱費 1,529 1,642

支払手数料 2,513 3,039

租税公課 674 618

貸倒引当金繰入額 3 3

のれん償却額 753 853

その他 4,526 4,768

販売費及び一般管理費合計 51,589 55,556

営業利益 26,034 32,079

営業外収益   

受取利息 53 119

為替差益 13 －

賃貸収入 486 552

デリバティブ評価益 136 －

広告媒体収入 44 43

その他 226 203

営業外収益合計 961 918

営業外費用   

支払利息 39 35

為替差損 － 62

賃貸費用 252 285

その他 64 112

営業外費用合計 356 495

経常利益 26,639 32,502
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  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年３月１日
　至　平成25年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年11月30日)

特別利益   

固定資産売却益 0 4

特別利益合計 0 4

特別損失   

固定資産除却損 136 115

減損損失 151 128

デリバティブ解約損 1,051 －

商品廃棄損 86 －

特別損失合計 1,425 243

税金等調整前四半期純利益 25,215 32,263

法人税、住民税及び事業税 10,397 13,083

法人税等調整額 △145 △141

法人税等合計 10,251 12,941

少数株主損益調整前四半期純利益 14,963 19,321

少数株主利益又は少数株主損失（△） △50 31

四半期純利益 15,014 19,290

 

 

 

【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25年３月１日
　至　平成25年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 14,963 19,321

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 9 △9

為替換算調整勘定 3,324 1,525

その他の包括利益合計 3,333 1,515

四半期包括利益 18,297 20,837

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 18,318 20,795

少数株主に係る四半期包括利益 △20 41
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（３）【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

  （単位：百万円）

 
前第３四半期連結累計期間
(自　平成25年３月１日
　至　平成25年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自　平成26年３月１日
　至　平成26年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 25,215 32,263

減価償却費 2,863 2,923

賞与引当金の増減額（△は減少） 479 597

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0 2

受取利息及び受取配当金 △54 △120

支払利息 39 35

為替差損益（△は益） △72 △48

デリバティブ評価損益（△は益） △136 －

デリバティブ解約損 1,051 －

固定資産除売却損益（△は益） 135 110

減損損失 151 128

売上債権の増減額（△は増加） △3,223 △4,500

たな卸資産の増減額（△は増加） △9,825 △10,442

仕入債務の増減額（△は減少） 7,316 7,918

その他 2,596 2,875

小計 26,535 31,742

利息及び配当金の受取額 30 86

利息の支払額 △32 △31

法人税等の支払額 △13,821 △13,168

営業活動によるキャッシュ・フロー 12,712 18,628

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △2,916 △4,714

有形固定資産の売却による収入 3 5

無形固定資産の取得による支出 △292 △252

店舗撤去に伴う支出 △77 △67

子会社株式の取得による支出 － △8

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による

支出
－ △1,314

貸付けによる支出 △1,740 △65

貸付金の回収による収入 63 78

敷金及び保証金の差入による支出 △1,601 △1,733

敷金及び保証金の回収による収入 396 1,267

その他の支出 △93 △90

その他の収入 15 114

投資活動によるキャッシュ・フロー △6,241 △6,781

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △2,016 2,552

長期借入金の返済による支出 △502 △503

配当金の支払額 △3,980 △5,260

少数株主からの払込みによる収入 69 －

その他 △16 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,446 △3,227

現金及び現金同等物に係る換算差額 144 327

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 169 8,947

現金及び現金同等物の期首残高 68,772 78,755

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※ 68,941 ※ 87,703
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【注記事項】

（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、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。

 

 

 

（四半期連結貸借対照表関係）

※　四半期連結会計期間末日満期手形

　四半期連結会計期間末日満期手形の会計処理については、手形交換日をもって決済処理しております。なお、

当第３四半期連結会計期間末日が金融機関の休日であったため、次の四半期連結会計期間末日満期手形が四半期

連結会計期間末残高に含まれております。

 
前連結会計年度

（平成26年２月28日）
当第３四半期連結会計期間
（平成26年11月30日）

支払手形 －百万円 1,466百万円

設備関係支払手形 － 236

 

 

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係）

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
前第３四半期連結累計期間
（自 平成25年３月１日
至 平成25年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自 平成26年３月１日
至 平成26年11月30日）

現金及び預金勘定 69,112百万円 87,834百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金等 △170 △131

現金及び現金同等物 68,941 87,703
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（株主資本等関係）

Ⅰ　前第３四半期連結累計期間（自　平成25年３月１日　至　平成25年11月30日）

　　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

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５月29日

定時株主総会
普通株式 2,108 28.00 平成25年２月28日 平成25年５月30日 利益剰余金

平成25年10月９日

取締役会
普通株式 1,882 25.00 平成25年８月31日 平成25年11月11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。

 

Ⅱ　当第３四半期連結累計期間（自　平成26年３月１日　至　平成26年11月30日）

　　配当に関する事項

(1) 配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（百万円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 配当の原資

平成26年５月28日

定時株主総会
普通株式 2,258 30.00 平成26年２月28日 平成26年５月29日 利益剰余金

平成26年10月８日

取締役会
普通株式 3,011 40.00 平成26年８月31日 平成26年11月10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。

 

EDINET提出書類

株式会社エービーシー・マート(E02925)

四半期報告書

15/19



（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25年３月１日　至　平成25年11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：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 国内 海外 計

売上高      

外部顧客への売上高 107,679 30,226 137,906 － 137,906

セグメント間の内部

売上高又は振替高
364 161 526 △526 －

計 108,044 30,388 138,432 △526 137,906

セグメント利益 24,158 1,881 26,039 △5 26,034

（注）１　セグメント利益の調整額△5百万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

（固定資産に係る重要な減損損失）

　該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

　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26年３月１日　至　平成26年11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：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 国内 海外 計

売上高      

外部顧客への売上高 119,671 38,370 158,041 － 158,041

セグメント間の内部

売上高又は振替高
480 155 636 △636 －

計 120,152 38,525 158,678 △636 158,041

セグメント利益 28,922 3,129 32,051 28 32,079

（注）１　セグメント利益の調整額28百万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

（固定資産に係る重要な減損損失）

　該当事項はありません。

（のれんの金額の重要な変動）

　該当事項はありません。
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（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。

（１株当たり情報）

 
前第３四半期連結累計期間
（自　平成25年３月１日
至　平成25年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年３月１日
至　平成26年11月30日）

１株当たり四半期純利益 199円41銭 256円20銭

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益 182円02銭 233円86銭

（注）１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益の算定上の基礎は、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25年３月１日
至　平成25年11月30日）

当第３四半期連結累計期間
（自　平成26年３月１日
至　平成26年11月30日）

１株当たり四半期純利益   

四半期純利益（百万円） 15,014 19,290

普通株式に係る四半期純利益（百万円） 15,014 19,290

普通株式の期中平均株式数（株） 75,294,265 75,294,265

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益   

四半期純利益調整額（百万円） － －

普通株式増加数（株） 7,192,676 7,192,676

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当

たり四半期純利益の算定に含めなかった潜在株式

で、前連結会計年度末から重要な変動があったもの

の概要

＿＿＿＿ ＿＿＿＿

 

（重要な後発事象）

　該当事項はありません。

 

２【その他】

　第30期（平成26年３月１日から平成27年２月28日まで）中間配当については、平成26年10月８日開催の当社取締役

会において、当社定款第44条の規定に基づき、次のとおり行うことを決議いたしました。

　①　１株当たり中間配当金　　　　　　　　　　40円00銭

　②　中間配当金の総額　　　　　　　　　 　3,011百万円

　③ 効力発生日及び支払開始日　　　　平成26年11月10日

（注）平成26年８月31日現在の株主名簿に記載又は記録された株主に対し、支払を行いました。
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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27年１月８日

株式会社エービーシー・マート

取　締　役　会　　御　中

 

太陽有限責任監査法人

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 大木　智博　　　印

 

 
指定有限責任社員
業務執行社員

 公認会計士 和田　磨紀郎　　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エービー

シー・マートの平成26年3月1日から平成27年2月28日までの連結会計年度の第3四半期連結会計期間（平成26年9月1日から

平成26年11月30日まで）及び第3四半期連結累計期間（平成26年3月1日から平成26年11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、四半期連結キャッ

シュ・フロー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、株式会社エービーシー・マート及び連結子会社の平成26年11月30日現

在の財政状態並びに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及びキャッシュ・フローの状況を適正に表

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　ＸＢＲＬデータは四半期レビューの対象には含まれておりません。
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