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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　2014年６月13日に提出いたしました第56期（自　2013年４月１日　至　2014年３月31日）有価証券報告書及び2015年

５月15日に提出いたしました同有価証券報告書の訂正報告書の記載事項の一部に訂正すべき事項がありましたので、こ

れを訂正するため有価証券報告書の訂正報告書を提出するものです。

 

２【訂正事項】
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

(1）連結経営指標等

第２　事業の状況

１　業績

２　生産、受注及び販売の状況

７　財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

第５　経理の状況

１　連結財務諸表等

(1）連結財務諸表

②　連結損益計算書及び連結包括利益計算書

連結損益計算書

 

３【訂正箇所】
　訂正箇所は＿＿＿線で表示しております。

 

EDINET提出書類

株式会社ワールド(E02767)

訂正有価証券報告書

 2/10



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】

(1）連結経営指標等

　　（訂正前）

回次
国際会計基準

第55期 第56期

決算年月 2013年３月 2014年３月

売上収益 (百万円） 329,437 309,385

営業利益 (百万円） 11,320 9,291

当期利益

（親会社の所有者に帰属）
(百万円） 3,148 2,041

<省略>

 

　　（訂正後）

回次
国際会計基準

第55期 第56期

決算年月 2013年３月 2014年３月

売上収益 (百万円） 324,857 304,108

営業利益 (百万円） 11,320 9,291

当期利益

（親会社の所有者に帰属）
(百万円） 3,148 2,041

<省略>
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第２【事業の状況】

１【業績等の概要】

(1）業績

　　（訂正前）

<省略>

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上収益3,093億85百万円(前年同期比6.1％減)、営業利益92億91百万

円(前年同期比17.9％減)、当期利益（親会社の所有者に帰属）20億41百万円（前年同期比35.2％減）となりまし

た。

 

　　（訂正後）

<省略>

以上の結果、当連結会計年度の業績は、売上収益3,041億8百万円(前年同期比6.4％減)、営業利益92億91百万円

(前年同期比17.9％減)、当期利益（親会社の所有者に帰属）20億41百万円（前年同期比35.2％減）となりました。
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２【生産、受注及び販売の状況】

　　（訂正前）

<省略>

(2）仕入実績

　当社グループは、衣料品販売事業の単一セグメントであり、当連結会計年度における仕入実績は次のとおりであ

ります。

区分 金額（百万円） 前年同期比（％）

婦人服 74,793 △7.5

紳士服 12,368 △5.9

子供服 4,204 △20.7

雑　貨 33,764 ＋1.2

その他 534 ＋218.2

合計 125,663 △5.4

（注）１　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２　前連結会計年度まで、「服飾装身具」として区分していたものを「雑貨」とし、「その他」に含まれていた

生活雑貨等を「雑貨」の区分にて集計しております。

　また、前連結会計年度の仕入実績を再集計したうえで、記載しております。

 

(3）販売実績

　当社グループは、衣料品販売事業の単一セグメントであり、当連結会計年度における販売実績は次のとおりであ

ります。

①　品目別売上状況

区分 金額（百万円） 前年同期比（％）

婦人服 193,004 △5.9

紳士服 33,506 △5.5

子供服 11,285 △20.1

雑　貨 77,319 △3.8

その他 1,462 ＋38.4

小計 316,577 △5.8

IFRS調整（注３） △7,192 ＋6.5

合計 309,385 △6.1

（注）１　上記金額は、商品売上高の他に原材料売上、ロイヤリティ収入及び飲食売上等を含んだ金額で記載しており

ます。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３　IFRS調整は、ポイント付与及び原材料売上における調整金額を記載しております。
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②　販路別売上状況

地域 販路 業態 屋号 金額（百万円） 前年同期比（％）

国内 直営店  アンタイトル 19,580 △5.9

   タケオキクチ 11,987 △3.0

   インディヴィ 11,819 △8.3

   その他（注）２ 40,014 △8.4

  百貨店ＳＰＡ業態合計 83,400 △7.1

  バイイングＳＰＡ業態合計 18,437 △9.3

   ＴＨＥ　ＳＨＯＰ　ＴＫ 14,884 △10.2

   ハッシュアッシュ 12,265 △19.2

   インデックス 10,211 △8.7

   その他（注）２ 43,870 △14.9

  コモディティ業態合計 81,230 △14.0

   シューラルー 19,863 ＋3.1

   オペーク　ドット　クリップ 12,504 ＋27.4

   フラクサス 8,552 △0.2

   その他（注）２ 11,426 △21.6

  ストア業態合計 52,345 ＋0.2

   ネクストドア 9,253 ＋0.8

   その他（注）２ 17,191 ＋7.1

  その他合計 26,444 ＋4.8

  直営店合計 261,856 △7.1

 ＥＣ 21,166 ＋5.9

 卸 10,749 △4.4

 その他（注）３ 17,607 ＋2.8

海外 5,199 △10.7

IFRS調整（注）６ △7,192 ＋6.5

合計 309,385 △6.1

（注）１　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　その他約70屋号が該当します。

３　原材料売上、ロイヤリティ収入及び飲食売上等が該当します。

４　各業態とは、展開チャネルや商品特性によって異なる収益構造毎に、事業を大きく区分したものでありま

す。

５　各屋号売上とは、主管店舗売上の合計であり、商品軸の合計ではありません。

６　IFRS調整は、ポイント付与及び原材料売上における調整金額を記載しております。

<省略>
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　　（訂正後）

<省略>

(2）仕入実績

　当社グループは、衣料品販売事業の単一セグメントであり、当連結会計年度における仕入実績は次のとおりであ

ります。

区分 金額（百万円） 前年同期比（％）

婦人服 74,295 △9.2

紳士服 12,837 △6.9

子供服 4,329 △21.5

雑　貨 33,358 ＋0.5

その他 447 ＋541.9

小計 125,267 △6.8

IFRS調整（注３） △4,881 －

合計 120,386 △6.1

（注）１　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

　　　　２　前連結会計年度まで、「服飾装身具」として区分していたものを「雑貨」とし、「その他」に含まれていた

生活雑貨等を「雑貨」の区分にて集計しております。

　また、前連結会計年度の仕入実績を再集計したうえで、記載しております。

　　　　３　IFRS調整は、原材料売上及び為替予約における調整金額を記載しております。

 

(3）販売実績

　当社グループは、衣料品販売事業の単一セグメントであり、当連結会計年度における販売実績は次のとおりであ

ります。

①　品目別売上状況

区分 金額（百万円） 前年同期比（％）

婦人服 189,465 △6.3

紳士服 33,447 △5.7

子供服 11,229 △20.2

雑　貨 75,783 △4.0

その他 1,376 ＋43.8

小計 311,300 △6.1

IFRS調整（注３） △7,192 －

合計 304,108 △6.4

（注）１　上記金額は、商品売上高の他に原材料売上、ロイヤリティ収入及び飲食売上等を含んだ金額で記載しており

ます。

２　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

３　IFRS調整は、ポイント付与及び原材料売上における調整金額を記載しております。
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②　販路別売上状況

地域 販路 業態 屋号 金額（百万円） 前年同期比（％）

国内 直営店  アンタイトル 19,580 △5.9

   タケオキクチ 11,987 △3.0

   インディヴィ 11,819 △8.3

   その他（注）２ 40,014 △8.4

  百貨店ＳＰＡ業態合計 83,400 △7.1

  バイイングＳＰＡ業態合計 18,437 △9.3

   ＴＨＥ　ＳＨＯＰ　ＴＫ 14,884 △10.2

   ハッシュアッシュ 12,265 △19.2

   インデックス 10,211 △8.7

   その他（注）２ 43,870 △14.9

  コモディティ業態合計 81,230 △14.0

   シューラルー 19,863 ＋3.1

   オペーク　ドット　クリップ 12,504 ＋27.4

   フラクサス 8,552 △0.2

   その他（注）２ 11,426 △21.6

  ストア業態合計 52,345 ＋0.2

   ネクストドア 9,253 ＋0.8

   その他（注）２ 17,191 ＋7.1

  その他合計 26,444 ＋4.8

  直営店合計 261,856 △7.1

 ＥＣ 15,888 ＋3.1

 卸 10,749 △4.4

 その他（注）３ 17,607 ＋2.8

海外 5,199 △10.7

IFRS調整（注）６ △7,192 －

合計 304,108 △6.4

（注）１　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

２　その他約70屋号が該当します。

３　原材料売上、ロイヤリティ収入及び飲食売上等が該当します。

４　各業態とは、展開チャネルや商品特性によって異なる収益構造毎に、事業を大きく区分したものでありま

す。

５　各屋号売上とは、主管店舗売上の合計であり、商品軸の合計ではありません。

６　IFRS調整は、ポイント付与及び原材料売上における調整金額を記載しております。

<省略>
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７【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

　　（訂正前）

　文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末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）重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、IFRSに準拠して作成されています。

　連結財務諸表を作成するに当たり、重要となる会計方針については「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等 (1)

連結財務諸表 連結財務諸表注記 ３．重要な会計方針」に記載しております。

 

(2）当連結会計年度の経営成績

①　概要

　当連結会計年度における業績に関する概要につきましては、１　業績等の概要(1）業績に記載のとおりであり

ます。

 

②　売上収益

　売上収益は、前年同期比6.1％減少し、3,093億85百万円となりました。

　これは、店舗の顧客層に応じた柔軟なブランド編集や、オリジナル商材の開発強化した「シューラルー」や

「オペーク・ドット・クリップ」が好調だったことによるストア業態の増加、及びスマートフォン対応強化やコ

ンビニ後払い決済の開始等利便性追及したＥＣ売上の増加はあったものの、商品テイストのトレンドの取込加減

や、ターゲット層と乖離等商品開発に課題があった百貨店ＳＰＡ、バイイングＳＰＡ及びコモディディ業態が減

少したことによるものであります。子会社においては㈱ファッション・コ・ラボ等が売上を伸ばしたものの、前

年同期比200億52百万円の減少となりました。

<省略>

 

　　（訂正後）

　文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末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）重要な会計方針及び見積り

　当社グループの連結財務諸表は、IFRSに準拠して作成されています。

　連結財務諸表を作成するに当たり、重要となる会計方針については「第５ 経理の状況 １．連結財務諸表等 (1)

連結財務諸表 連結財務諸表注記 ３．重要な会計方針」に記載しております。

 

(2）当連結会計年度の経営成績

①　概要

　当連結会計年度における業績に関する概要につきましては、１　業績等の概要(1）業績に記載のとおりであり

ます。

 

②　売上収益

　売上収益は、前年同期比6.4％減少し、3,041億8百万円となりました。

　これは、店舗の顧客層に応じた柔軟なブランド編集や、オリジナル商材の開発強化した「シューラルー」や

「オペーク・ドット・クリップ」が好調だったことによるストア業態の増加、及びスマートフォン対応強化やコ

ンビニ後払い決済の開始等利便性追及したＥＣ売上の増加はあったものの、商品テイストのトレンドの取込加減

や、ターゲット層と乖離等商品開発に課題があった百貨店ＳＰＡ、バイイングＳＰＡ及びコモディティ業態が減

少したことによるものであります。子会社においては㈱ファッション・コ・ラボ等が売上を伸ばしたものの、前

年同期比207億49百万円の減少となりました。

<省略>
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第５【経理の状況】
 

１【連結財務諸表等】

(1)【連結財務諸表】

②【連結損益計算書及び連結包括利益計算書】

【連結損益計算書】

　　（訂正前）

    （単位：百万円）

 
注記
番号

2013年
３月期

 
2014年
３月期

売上収益 25 329,437  309,385

売上原価 25 140,940  132,582

売上総利益  188,497  176,803

販売費及び一般管理費 26 177,177  167,512

営業利益  11,320  9,291

その他の収益  635  841

その他の費用 27 3,157  4,084

事業利益  8,797  6,048

金融収益 28 902  1,090

金融費用 29 3,489  2,768

税引前当期利益  6,210  4,370

法人所得税 12 3,068  2,331

当期利益  3,142  2,039

     

当期利益の帰属：     

－親会社の所有者  3,148  2,041

－非支配持分  △6  △3

  3,142  2,039

親会社の所有者に帰属する     

１株当たり当期利益（単位：円） 31 13.12  8.50

希薄化後１株当たり当期利益（単位：円） 31 －  －

 

　　（訂正後）

    （単位：百万円）

 
注記
番号

2013年
３月期

 
2014年
３月期

売上収益 25 324,857  304,108

売上原価 25 136,360  127,305

売上総利益  188,497  176,803

販売費及び一般管理費 26 177,177  167,512

営業利益  11,320  9,291

その他の収益  635  841

その他の費用 27 3,157  4,084

事業利益  8,797  6,048

金融収益 28 902  1,090

金融費用 29 3,489  2,768

税引前当期利益  6,210  4,370

法人所得税 12 3,068  2,331

当期利益  3,142  2,039

     

当期利益の帰属：     

－親会社の所有者  3,148  2,041

－非支配持分  △6  △3

  3,142  2,039

親会社の所有者に帰属する     

１株当たり当期利益（単位：円） 31 13.12  8.50

希薄化後１株当たり当期利益（単位：円） 31 －  －
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