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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26期

第２四半期
連結累計期間

第27期
第２四半期
連結累計期間

第26期

会計期間
自 平成25年６月１日
至 平成25年11月30日

自 平成26年６月１日
至 平成26年11月30日

自 平成25年６月１日
至 平成26年５月31日

売上高 (百万円) 20,240 21,990 43,689

経常利益又は経常損失(△) (百万円) △287 295 △17

四半期純利益
又は四半期(当期)純損失(△)

(百万円) △531 66 △1,043

四半期包括利益又は包括利益 (百万円) △529 111 △1,041

純資産額 (百万円) 12,658 12,125 12,127

総資産額 (百万円) 31,026 33,670 30,282

１株当たり四半期純利益金額
又は１株当たり四半期(当期)
純損失金額(△)

(円) △69.09 8.59 △135.63

潜在株式調整後１株当たり
四半期(当期)純利益金額

(円) ― 8.57 ―

自己資本比率 (％) 40.8 36.0 40.0

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,268 △308 △3,071

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △920 △982 △1,905

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 3,667 2,440 3,620

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 2,453 2,800 1,618
 

 

回次
第26期

第２四半期
連結会計期間

第27期
第２四半期
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金額
又は１株当たり四半期純損失金額(△)

(円) △81.05 6.34
 

(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、消費税等は含まれておりません。

３．第26期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在

するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

第26期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり当期

純損失であるため記載しておりません。

４. 当社は、平成25年12月１日付けで普通株式１株につき100株の割合で株式分割を行っております。このた

め、第26期の期首に当該株式分割が行われたと仮定し、１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期

(当期)純損失金額を算定しております。
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２ 【事業の内容】

当第２四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)において営まれている事業の内容に

ついて、重要な変更はありません。

 また、主要な関係会社についても異動はありません。

 

 

EDINET提出書類

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(E03409)

四半期報告書

 3/23



第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又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。

 なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四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が判断したものであります。

　

(1)業績の状況

当第２四半期連結累計期間（平成26年6月１日～平成26年11月30日）におけるわが国経済は、政府による経済対策

や日銀の金融緩和策により、為替の円安進行、日経平均株価の上昇など、輸出企業を中心に企業業績は急速な回復

をみせるものの、個人消費においては消費税増税後の駆け込み需要の反動減が大きい状況となりました。

　このような状況の下、当社グループは、独創的なワン・アンド・オンリーの空間をお客様に提供し続けることに

より、「モノを買う」というニーズを満たすだけでなく、「モノとモノの融合、モノとコトの融合」によって「新

しい発見」や「買い物の楽しさ」をお客様に提供することをコンセプトとし事業活動を行ってまいりました。

　このような方針のもと、店舗運営におきましては、お客様に新しい発見や驚き、楽しさを提供できる空間づくり

を合言葉に、業態別・店舗タイプ別の営業施策を推進し、売り場の完成度の追及、POSを使用した商品施策の見直し

を行うとともに、店頭以外での在庫処分機会として大規模セール催事の開催など、収益の向上だけにとどまらず、

商品在庫の適正化を重点的に進めてまいりました。

 店舗出店につきましては、インショップへの出店を中心に推進し、直営店19店を新規出店し、直営店16店、FC店1

店を閉鎖しました。その結果、当社グループの当第2四半期連結会計期間末の店舗数は、直営店531店、FC店12店の

合計543店となりました。

　このような事業活動の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては21,990百万円と前年同四半期と

比べ1,750百万円（8.6％）の増収となりました。利益面につきましては売上高の増加、商品在庫の適正化により売

上総利益は増加し、営業費用については人件費等の販売費及び一般管理費が増加しましたが、営業利益は279百万円

（前年同四半期は309百万円の営業損失）となりました。また、四半期純利益は、66百万円（前年同四半期は531百

万円の純損失）となりました。

 

 セグメント別の業績は以下のとおりであります。

　なお、前連結会計年度より報告セグメントを変更しており、前第２四半期連結累計期間のセグメント情報を変更

後の区分に基づき作成し、前年同期比を算出しております。報告セグメントの変更についての詳細は、「第４　経

理の状況　１　四半期連結財務諸表　注記事項（セグメント情報等）　セグメント情報」の「３　報告セグメント

の変更等に関する事項」に記載しております。

　

①株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

　株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーションは、お客様に買い物を楽しんでいただくため、今までにな

かった独創的なワン・アンド・オンリーの空間の創造を目指しております。

　各店舗では、書籍・SPICE(雑貨類)及びニューメディア（CD・DVD類）等の商材を融合させ、独自の「提案」を展

開しております。

　主な業態店舗としては、「遊べる本屋」をコンセプトにした「ヴィレッジヴァンガード」、大人も楽しめる空間

を演出したライフスタイルショップ「new style」、本格的なアメリカンハンバーガーを提供する飲食店「ヴィレッ

ジヴァンガードダイナー」、食べるコトの楽しさを提案する「HOME　COMING」、アウトレット業態「Vintage

Vanguard」などを運営しております。

　当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は17,066百万円と前年同四半期と比べ683百万円
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（4.2％）の増収となりました。営業利益は94百万円（前年同四半期は674百万円の営業損失）となりました。な

お、当第２四半期連結会計期間よりたな卸資産のうち、仕入から５年超経過たな卸資産の残存価値について会計上

の見積り方法を変更しております。この変更により、従来の方法と比べて営業利益が467百万円増加しております。

　店舗数につきましては直営店８店の新規出店、直営店15店、FC店１店の閉鎖をし、当第２四半期連結会計期間末

の店舗数は直営店383店、FC店11店の合計394店となりました。

 

②株式会社チチカカ

　株式会社チチカカは、主にエスニック雑貨・衣料の企画販売を行っております。エスニックファッションの販売

だけでなく、「世界の文化を伝えること」を使命と考え、お客様と生産者の「HAPPY」をつなげることを「HAPPY　

TRADE」と名付け、世界の仲間と共に成長することを心がけております。

　当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は4,509百万円と前年同四半期と比べ879百万円

（24.2％）の増収となりました。営業利益は225百万円と前年同四半期と比べ96百万円(△30.0％)の減益となりまし

た。

　なお、店舗数につきましては直営店10店の新規出店、直営店１店の閉鎖を行い当第２四半期連結会計期間末の店

舗数は、直営店134店、FC店１店の合計135店となりました。

 

③TITICACA HONGKONG LIMITED

　TITICACA HONGKONG LIMITEDは香港において主にエスニック雑貨・衣料の企画販売を行っております。株式会社チ

チカカ同様、エスニックファッションの販売だけでなく、「世界の文化を伝えること」を使命と考え、お客様と生

産者の「HAPPY」をつなげることを「HAPPY　TRADE」と名付け、世界の仲間と共に成長することを心掛けておりま

す。

　当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は239百万円と前年同四半期と比べ77百万円（47.5％）

の増収となりました。営業利益は25百万円と前年同四半期と比べ17百万円（△40.7％)の減益となりました。

　なお、店舗数につきましては増減はなく、当第2四半期連結会計期間末の店舗数は、直営店5店舗となっておりま

す。

 
④その他

　その他は、株式会社Village Vanguard Webbedにてオンラインでの書籍・SPICE及びニューメディアの販売、

Village Vanguard（Hong Kong）Limited及びVillage Vanguard（Taiwan）Limitedにて香港及び台湾での書籍・

SPICE及びニューメディアの販売を行っております。

　また、比利缇卡(上海)商贸有限公司は主にエスニック雑貨・衣料の企画販売を行っており、当社グループの生産

拠点及び、上海にて直営店を2店舗運営しております。

　当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は425百万円と前年同四半期と比べ236百万円

（124.5％）の増収となりました。営業利益は46百万円の営業損失（前年同四半期は32百万円の営業損失)となりま

した。

　なお、Village Vanguard（Hong Kong）Limited及びVillage Vanguard（Taiwan）Limitedは賃貸借契約条件や今後

の店舗損益を考慮して順次、事業を撤退することを決定しております。
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(2)財政状態の分析

資産、負債及び純資産の状況は、以下のとおりであります。

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末に比べて12.9％増加し、26,487百万円となりました。これは、現金及び預金が

1,173百万円、商品が2,000百万円増加したことなどによるものです。

　固定資産は、前連結会計年度末に比べて5.2％増加し、7,183百万円となりました。これは、建物及び構築物が

220百万円、差入保証金が85百万円増加したことなどによるものです。

　この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて11.2％増加し、33,670百万円となりました。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末に比べて15.9％増加し、11,283百万円となりました。これは、買掛金が585百万

円、１年内返済予定の長期借入金が781百万円、株主優待引当金が147百万円増加したことなどによるものです。

 固定負債は、前連結会計年度末に比べて21.9％増加し、10,261百万円となりました。これは、長期借入金が1,848

百万円増加したことなどによるものです。

　この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて18.7％増加し、21,544百万円となりました。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて2百万円減少し、12,125百万円となりました。これは、配当金の支払

いが107百万円、四半期当期純利益66百万円により利益剰余金が38百万円減少、為替換算調整勘定が46百万円増加

したことなどによるものです。

　

(3)キャッシュ・フローの状況の分析

当第２四半期連結累計期間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

1,181百万円増加し、2,800百万円となりました。

　当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は308百万円となりました。

　これは、主にたな卸資産の増加額1,982百万円、仕入債務の増加額567百万円があったためであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は982百万円となりました。

これは、主に新規出店に伴う有形固定資産の取得による支出が700百万円、差入保証金の差入による支出が166百万

円あったためであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果獲得した資金は2,440百万円となりました。

　これは、主に長期借入による収入が4,230百万円あったものの、長期借入金の返済による支出が1,600百万円、配

当金の支払いが106百万円あったためであります。
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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 19,800,000

計 19,800,000
 

 
② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
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14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 7,693,900 7,693,900
東京証券取引所
ＪＡＳＤＡＱ
（スタンダード）

単元株式数は100株であり
ます。

計 7,693,900 7,693,900 ― ―
 

(注)　提出日現在発行数には、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
（注）

300 7,693,900 0 2,242 0 2,219

 

　（注）新株予約権の行使による増加であります。
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(6) 【大株主の状況】

平成26年11月30日現在
 

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

菊地　敬一 愛知県長久手市 1,783,000 23.17

ステートストリートバンクアンドトラストカン
パニー505224（常任代理人　株式会社みずほ銀
行決済営業部）

東京都中央区月島４丁目16番13号 767,500 9.97

菊地　真紀子 愛知県長久手市 432,000 5.61

ＶＶ従業員持株会　理事長　中本　恵二
名古屋市名東区上社１丁目901　株
式会社ヴィレッジヴァンガードコー
ポレーション内

51,500 0.66

プレザント　バレー（常任代理人　株式会社三
菱東京ＵＦＪ銀行）

東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 51,400 0.66

ジェイピー　モルガン　クリアリング　コー
プ　クリアリング（常任代理人　シティバンク
銀行株式会社）

東京都新宿区６丁目27番30号 37,600 0.48

ヒルクレスト　エルピー（常任代理人　株式会
社三菱東京ＵＦＪ銀行）

東京都千代田区丸の内２丁目７－１ 31,200 0.40

奥秋　礼子 北海道帯広市 30,000 0.39

ＮＯＭＵＲＡ　ＰＢ　ＮＯＭＩＮＥＥＳ　ＬＩ
ＭＩＴＥＤ　ＯＭＮＩＢＵＳ－ＭＡＲＧＩＮ　
（ＣＡＳＨＰＢ）（常任代理人　野村証券株式
会社）

東京都中央区日本橋１丁目９－１ 29,200 0.37

ドイチェ　バンク　アーゲー　ロンドン　610
（常任代理人　ドイツ証券株式会社）

東京都千代田区永田町２丁目11番１
号山王パークタワー

28,300 0.36

計 ― 3,241,700 42.13
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(7) 【議決権の状況】

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) ― ― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　7,692,000 76,920 ―

単元未満株式 普通株式　　　1,900 ― ―

発行済株式総数 7,693,900 ― ―

総株主の議決権 ― 76,920 ―
 

(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400株含まれております。

また、「議決権の数」欄には、同機構名義の完全議決権株式に係る議決権の数４個が含まれております。

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

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)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２四半期連結会計期間(平成26年９月１日から平成

26年11月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成26年６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、有限責任 あずさ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：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年５月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年11月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,646 2,820

  受取手形及び売掛金 2,492 2,379

  商品 18,659 20,660

  繰延税金資産 56 68

  その他 602 561

  貸倒引当金 △4 △3

  流動資産合計 23,453 26,487

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 2,624 2,850

   機械装置及び運搬具（純額） 0 0

   工具、器具及び備品（純額） 1,096 1,070

   建設仮勘定 14 40

   有形固定資産合計 3,735 3,962

  無形固定資産   

   ソフトウエア 240 249

   その他 2 3

   無形固定資産合計 242 252

  投資その他の資産   

   長期前払費用 273 307

   繰延税金資産 38 38

   差入保証金 2,536 2,621

   その他 1 0

   貸倒引当金 △0 △0

   投資その他の資産合計 2,850 2,968

  固定資産合計 6,828 7,183

 資産合計 30,282 33,670
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度

(平成26年５月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成26年11月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 3,877 4,462

  短期借入金 900 900

  1年内償還予定の社債 20 10

  1年内返済予定の長期借入金 2,792 3,574

  未払金 956 866

  未払法人税等 94 197

  未払消費税等 63 118

  株主優待引当金 98 245

  賞与引当金 116 145

  資産除去債務 35 43

  その他 782 719

  流動負債合計 9,738 11,283

 固定負債   

  社債 10 10

  長期借入金 6,646 8,495

  長期未払金 347 289

  役員退職慰労引当金 249 277

  退職給付に係る負債 242 247

  資産除去債務 855 877

  その他 64 64

  固定負債合計 8,415 10,261

 負債合計 18,154 21,544

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,242 2,242

  資本剰余金 2,219 2,219

  利益剰余金 7,662 7,624

  株主資本合計 12,124 12,086

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 12 59

  退職給付に係る調整累計額 △39 △41

  その他の包括利益累計額合計 △27 18

 新株予約権 30 20

 純資産合計 12,127 12,125

負債純資産合計 30,282 33,670
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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２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
　至 平成25年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
　至 平成26年11月30日)

売上高 20,240 21,990

売上原価 11,990 12,035

売上総利益 8,250 9,955

販売費及び一般管理費 ※1  8,560 ※1  9,676

営業利益又は営業損失（△） △309 279

営業外収益   

 仕入割引 29 13

 業務受託料 36 36

 その他 31 29

 営業外収益合計 97 79

営業外費用   

 支払利息 50 59

 その他 24 3

 営業外費用合計 75 62

経常利益又は経常損失（△） △287 295

特別利益   

 移転補償金 10 －

 新株予約権戻入益 5 9

 特別利益合計 15 9

特別損失   

 固定資産除却損 3 20

 減損損失 83 67

 その他 － 6

 特別損失合計 86 94

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（△）

△359 211

法人税等 172 145

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（△）

△531 66

四半期純利益又は四半期純損失（△） △531 66
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

           (単位：百万円)

          前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
　至 平成25年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年６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又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△531 66

その他の包括利益   

 為替換算調整勘定 2 46

 退職給付に係る調整額 － △1

 その他の包括利益合計 2 45

四半期包括利益 △529 111

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 △529 111

 少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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２四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
　至 平成25年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年６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又は税金等調整前四
半期純損失（△）

△359 211

 減価償却費 367 391

 減損損失 83 67

 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） － 6

 売上債権の増減額（△は増加） △417 106

 たな卸資産の増減額（△は増加） △2,586 △1,982

 仕入債務の増減額（△は減少） 212 567

 その他 304 393

 小計 △2,394 △238

 利息及び配当金の受取額 0 0

 利息の支払額 △49 △59

 法人税等の支払額 △824 △10

 営業活動によるキャッシュ・フロー △3,268 △308

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 △731 △700

 無形固定資産の取得による支出 △40 △38

 差入保証金の差入による支出 △143 △166

 その他 △4 △76

 投資活動によるキャッシュ・フロー △920 △982

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） △218 －

 長期借入れによる収入 5,500 4,230

 長期借入金の返済による支出 △1,500 △1,600

 社債の償還による支出 △10 △10

 長期未払金の増減額（△は減少） 3 △72

 配当金の支払額 △107 △106

 その他 － △0

 財務活動によるキャッシュ・フロー 3,667 2,440

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 31

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △522 1,181

現金及び現金同等物の期首残高 2,975 1,618

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  2,453 ※1  2,800
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【注記事項】

(会計方針の変更)

「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号 平成24年５月17日。以下「退職給付会計基準」という。）お

よび「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号 平成24年５月17日。以下「退職給付適

用指針」という。）を、退職給付会計基準第35項本文および退職給付適用指針第67項本文に掲げられた定めについて

第１四半期連結会計期間より適用し、退職給付債務および勤務費用の計算方法を見直し、割引率の決定方法について

従業員の平均残存勤務期間に近似した年数に基づく割引率から、退職給付の支払見込期間および支払見込期間ごとの

金額を反映した単一の加重平均割引率を使用する方法へ変更しております。

退職給付会計基準等の適用については、退職給付会計基準第37項に定める経過的な取扱いに従って、第１四半期連

結会計期間の期首において、退職給付債務および勤務費用の計算方法の変更に伴う影響額を利益剰余金に加減してお

ります。

この結果、第１四半期連結会計期間の期首の退職給付に係る負債が３百万円減少し、利益剰余金が３百万円増加し

ております。なお、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益およ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。

　

(会計上の見積りの変更)

当社は5年超経過たな卸資産の販売戦略を明確化したことに伴い、当第2四半期連結会計期間より、たな卸資産の残

存価値を変更しております。

　この変更は、当社は従来、5年超経過たな卸資産についても通常のたな卸資産と同様に、主として定価販売していた

ため、当該販売方法による回収見込額にてたな卸資産の残存価値を算定していましたが、財務体質及びキャッシュ・

フローの改善には、5年超経過たな卸資産の資金化、税務上の損失の実現等が不可欠と判断し、5年超経過たな卸資産

の販売戦略として、アウトレット店、催事等を位置付けて販売したため、当該販売方法による回収見込額にてたな卸

資産の残存価値を見直しました。

　この変更により、従来の方法と比べて、当第２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益、税金等調整前四半期純

利益が467百万円増加しております。

 
(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)

 

 
当第２四半期連結累計期間

(自　平成26年６月１日　至　平成26年11月30日)

税金費用の計算

当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する方法を採用しております。

ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる

場合には、税引前四半期純損益に一時差異等に該当しない重要な差異を加減した上で、法

定実効税率を乗じて計算しております。
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(四半期連結損益計算書関係)

 ※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。

 

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
至 平成25年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
至 平成26年11月30日)

役員報酬 73百万円 83百万円

給料・手当 3,224 〃 3,449 〃

賞与引当金繰入額 125 〃 145 〃

退職給付費用 27 〃 21 〃

役員退職慰労引当金繰入額 △4 〃 32 〃

水道光熱費 287 〃 279 〃

消耗品費 323 〃 330 〃

減価償却費 367 〃 391 〃

賃借料 2,111 〃 2,162 〃

支払手数料 628 〃 750 〃

貸倒引当金繰入額 △1 〃 △0 〃

株主優待引当金繰入額 153 〃 192 〃
 

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１　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

　　　係は次のとおりであります。

 
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
至 平成25年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
至 平成26年11月30日)

現金及び預金 2,473百万円 2,820百万円

預入期間が３か月を超える定期預金 　　　　　△20百万円 △20百万円

現金及び現金同等物 2,453百万円 2,800百万円
 

 

(株主資本等関係)

前第２四半期連結累計期間(自 平成25年６月１日 至 平成25年11月30日)

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８月23日
定時株主総会

普通株式 107 1,400 平成25年５月31日 平成25年８月26日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四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２四半期連結会計期間の末日

後となるもの

　該当事項はありません。

 

当第２四半期連結累計期間(自 平成26年６月１日 至 平成26年11月30日)

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８月22日
定時株主総会

普通株式 107 14 平成26年５月31日 平成26年８月25日 利益剰余金
 

 

２．基準日が当第２四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２四半期連結会計期間の末日

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２四半期連結累計期間(自 平成25年６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

合計
調整額
(注)１

四半期連結
財務諸表計上額

(注)２
㈱ヴィレッジヴァンガード

コーポレーション
㈱チチカカ

TITICACA
HONGKONG
LIMITED

その他
(注)３

売上高        

外部顧客への売上高 16,327 3,570 162 179 20,240 ― 20,240

セグメント間の内部
売上高又は振替高

55 59 ― 9 124 △124 ―

計 16,383 3,629 162 189 20,364 △124 20,240

セグメント利益又は損失
(△)

△674 322 43 △32 △341 31 △309
 

(注)１. セグメント利益又は損失（△）の調整額31百万円は、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。

　 ３.「その他」の区分は、Village Vanguard (Hong Kong) Limited、株式会社Village Vanguard Webbed、Village

Vanguard（Taiwan) Limited、比利缇卡(上海)商贸有限公司が含まれております。

 

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。

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

該当事項はありません。
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Ⅱ 当第２四半期連結累計期間(自 平成26年６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

合計
調整額
(注)１

四半期連結
財務諸表計上額

(注)２
㈱ヴィレッジヴァンガード

コーポレーション
㈱チチカカ

TITICACA
HONGKONG
LIMITED

その他
(注)３

売上高        

外部顧客への売上高 17,066 4,408 239 276 21,990 ― 21,990

セグメント間の内部
売上高又は振替高

0 100 ― 149 250 △250 ―

計 17,066 4,509 239 425 22,241 △250 21,990

セグメント利益又は損失
(△)

94 225 25 △46 299 △20 279
 

(注)１. セグメント利益又は損失（△）の調整額△20百万円は、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。

　 ３.「その他」の区分は、Village Vanguard (Hong Kong) Limited、株式会社Village Vanguard Webbed、Village

Vanguard（Taiwan) Limited、比利缇卡(上海)商贸有限公司が含まれております。

 

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。

（重要な負ののれん発生益）

該当事項はありません。

 

３．報告セグメントの変更等に関する事項

前連結会計年度より、従来「その他」に含まれていた「TITICACA HONGKONG LIMITED」について量的な重要性が増

したため報告セグメントとして記載する方法に変更しております。

　なお、当第２四半期連結累計期間の比較情報として開示した前第２四半期連結累計期間のセグメント情報につい

ては、変更後の報告セグメントにより作成しており、前連結会計年度の第２四半期連結累計期間に開示した報告セ

グメントとの間に相違が見られます。

 

EDINET提出書類

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(E03409)

四半期報告書

19/23



 

(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後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。

 

項目
前第２四半期連結累計期間
(自 平成25年６月１日
至 平成25年11月30日)

当第２四半期連結累計期間
(自 平成26年６月１日
至 平成26年11月30日)

(1)１株当たり四半期純利益金額
  又は１株当たり四半期純損失金額(△)

△69円09銭 8円59銭

    (算定上の基礎)   

   四半期純利益金額
   又は四半期純損失金額(△)(百万円)

△531 66

   普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

   普通株式に係る四半期純利益金額又は
   普通株式に係る四半期純損失金額(△)(百万円)

△531 66

    普通株式の期中平均株式数(株) 7,693,600 7,693,629

(2)潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ― 8円57銭

   (算定上の基礎)   

   四半期純利益調整額(百万円) ― ―

   普通株式増加数(株) ― 11,233

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益金額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

― ―

 

(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、前第２四半期連結累計期間は、潜在株式は存在する

ものの、１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

２．当社は、平成25年12月１日付で普通株式１株につき100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、１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失

金額を算定しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション(E03409)

四半期報告書

20/23



 

(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27年１月14日

株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション

取締役会  御中

有限責任 あずさ監査法人
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士  安 藤 泰 行　印

   

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士  村 井 達 久　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ヴィ

レッジヴァンガードコーポレーションの平成26年６月１日から平成27年５月31日までの連結会計年度の第２四半期連結

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２四半期連結累計期間（平成26年６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、株式会社ヴィレッジヴァンガードコーポレーション及び連結子会

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２四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。

 

強調事項

会計上の見積りの変更に記載されているとおり、会社は当第２四半期連結会計期間よりたな卸資産の残存価値を変更

している。

当該事項は、当監査法人の結論に影響を及ぼすものではない。

 

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いません。
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