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１【有価証券報告書の訂正報告書の提出理由】
　2016年６月17日に提出いたしました第58期（自　2015年４月１日　至　2016年３月31日）有価証券報告書の記載事項

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。
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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】

(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 第57期 第58期

決算年月 2013年３月 2014年３月 2015年３月 2016年３月

売上収益 (百万円） 329,437 309,385 298,511 278,214

営業利益 (百万円） 11,320 9,291 5,263 11,668

当期利益

（親会社の所有者に帰属）
(百万円） 3,148 2,041 4,509 743

<省略>

 

　　（訂正後）

回次
国際会計基準

第55期 第56期 第57期 第58期

決算年月 2013年３月 2014年３月 2015年３月 2016年３月

売上収益 (百万円） 324,857 304,108 292,639 271,575

営業利益 (百万円） 11,320 9,291 5,263 11,668

当期利益

（親会社の所有者に帰属）
(百万円） 3,148 2,041 4,509 743

<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2,782億14百万円(前年同期比6.8％減)、営業利益は販売管理

費の圧縮により116億68百万円(前年同期比121.7％増)と大幅に増加しました。また、税引前利益29億70百万円(前

年同期比56.6％減)並びに、親会社の所有者に帰属する当期利益は７億43百万円(前年同期比83.5％減)と、構造改

革に伴う一時費用を吸収して黒字を確保いたしました。

 

　　（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2,715億75百万円(前年同期比7.2％減)、営業利益は販売管理

費の圧縮により116億68百万円(前年同期比121.7％増)と大幅に増加しました。また、税引前利益29億70百万円(前

年同期比56.6％減)並びに、親会社の所有者に帰属する当期利益は７億43百万円(前年同期比83.5％減)と、構造改

革に伴う一時費用を吸収して黒字を確保いたしました。
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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 69,191 △9.8

紳士服 11,893 △5.6

子供服 2,982 △20.9

雑　貨 20,439 △37.5

その他 387 △2.6

小計 104,892 △16.9

IFRS調整（注２） △4,078 －

合計 100,814 △17.2

（注）１　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

     ２　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 177,691 △5.6

紳士服 28,896 △8.9

子供服 7,642 △21.5

雑　貨 68,459 △7.9

その他 1,074 ＋1.2

小計 283,762 △7.0

IFRS調整（注３） △5,548 －

合計 278,214 △6.8

（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 16,940 △6.4

   タケオキクチ 10,395 △6.7

   インディヴィ 10,349 △4.6

   その他（注）２ 32,963 △9.5

  百貨店ＳＰＡ業態合計 70,646 △7.6

  バイイングＳＰＡ業態合計 13,894 △18.1

   ザ ショップ ティーケー 12,914 △9.1

   ハッシュアッシュ 9,965 △15.3

   インデックス 9,926 △5.6

   その他（注）２ 35,268 △13.9

  コモディティ業態合計 68,072 △12.1

   シューラルー 19,000 △5.1

   オペーク　ドット　クリップ 13,452 △2.4

   フラクサス 7,196 △10.2

   その他（注）２ 9,093 △3.2

  ストア業態合計 48,742 △4.8

   ネクストドア 8,855 △3.6

   その他（注）２ 21,021 ＋5.8

  その他合計 29,876 ＋2.8

  直営店合計 231,230 △7.9

 ＥＣ 24,695 ＋10.7

 卸 9,428 △4.8

 その他（注）３ 13,550 △16.7

海外 4,859 △13.0

IFRS調整（注）７ △5,548 －

合計 278,214 △6.8

（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60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　業態変更があった屋号については、前年も修正して前年同期比を算出しております。

７　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 64,756 △10.9

紳士服 11,821 △5.7

子供服 2,910 △21.5

雑　貨 18,621 △40.0

その他 145 △52.0

小計 98,253 △16.9

IFRS調整（注２） △4,078 －

合計 94,176 △18.3

（注）１　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

     ２　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 173,256 △6.0

紳士服 28,824 △9.0

子供服 7,570 △21.7

雑　貨 66,642 △8.4

その他 831 △13.8

小計 277,123 △7.4

IFRS調整（注３） △5,548 －

合計 271,575 △7.2

（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。

 

EDINET提出書類

株式会社ワールド(E02767)

訂正有価証券報告書

 7/11



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 16,940 △6.4

   タケオキクチ 10,395 △6.7

   インディヴィ 10,349 △4.6

   その他（注）２ 32,963 △9.5

  百貨店ＳＰＡ業態合計 70,646 △7.6

  バイイングＳＰＡ業態合計 13,894 △18.1

   ザ ショップ ティーケー 12,914 △9.1

   ハッシュアッシュ 9,965 △15.3

   インデックス 9,926 △5.6

   その他（注）２ 35,268 △13.9

  コモディティ業態合計 68,072 △12.1

   シューラルー 19,000 △5.1

   オペーク　ドット　クリップ 13,452 △2.4

   フラクサス 7,196 △10.2

   その他（注）２ 9,093 △3.2

  ストア業態合計 48,742 △4.8

   ネクストドア 8,855 △3.6

   その他（注）２ 21,021 ＋5.8

  その他合計 29,876 ＋2.8

  直営店合計 231,230 △7.9

 ＥＣ 18,056 ＋9.9

 卸 9,428 △4.8

 その他（注）３ 13,550 △16.7

海外 4,859 △13.0

IFRS調整（注）７ △5,548 －

合計 271,575 △7.2

（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60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　業態変更があった屋号については、前年も修正して前年同期比を算出しております。

７　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6.8％減少し、2,782億14百万円となりました。

　主には、ワールド単独で不採算事業の撤退及び不採算店舗の退店等を行ったことにより減少となりましたが、

子会社においては、株式会社イッツデモ、株式会社ワールドリビングスタイル、株式会社ファッションコラボ等

が増加しております。

<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7.2％減少し、2,715億75百万円となりました。

　主には、ワールド単独で不採算事業の撤退及び不採算店舗の退店等を行ったことにより減少となりましたが、

子会社においては、株式会社イッツデモ、株式会社ワールドリビングスタイル、株式会社ファッションコラボ等

が増加しております。

<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

前連結会計年度
(自　2014年４月１日
　至　2015年３月31日)

 
当連結会計年度

(自　2015年４月１日
　至　2016年３月31日)

売上収益 26 298,511  278,214

売上原価 26 130,965  122,302

売上総利益  167,546  155,912

販売費及び一般管理費 27 162,283  144,244

営業利益  5,263  11,668

その他の収益 28 2,816  4,274

その他の費用 29 2,571  12,365

事業利益  5,508  3,576

金融収益 30 2,950  991

金融費用 31 1,616  1,597

税引前当期利益  6,842  2,970

法人所得税 13 2,314  2,206

当期利益  4,528  764

     

当期利益の帰属：     

－親会社の所有者  4,509  743

－非支配持分  18  21

  4,528  764

親会社の所有者に帰属する     

１株当たり当期利益（単位：円） 33 27.35  8.24

希薄化後１株当たり当期利益（単位：円） 33 －  －

 

　　（訂正後）

    （単位：百万円）
 

 
注記
番号

前連結会計年度
(自　2014年４月１日
　至　2015年３月31日)

 
当連結会計年度

(自　2015年４月１日
　至　2016年３月31日)

売上収益 26 292,639  271,575

売上原価 26 125,093  115,663

売上総利益  167,546  155,912

販売費及び一般管理費 27 162,283  144,244

営業利益  5,263  11,668

その他の収益 28 2,816  4,274

その他の費用 29 2,571  12,365

事業利益  5,508  3,576

金融収益 30 2,950  991

金融費用 31 1,616  1,597

税引前当期利益  6,842  2,970

法人所得税 13 2,314  2,206

当期利益  4,528  764

     

当期利益の帰属：     

－親会社の所有者  4,509  743

－非支配持分  18  21

  4,528  764

親会社の所有者に帰属する     
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注記
番号

前連結会計年度
(自　2014年４月１日
　至　2015年３月31日)

 
当連結会計年度

(自　2015年４月１日
　至　2016年３月31日)

１株当たり当期利益（単位：円） 33 27.35  8.24

希薄化後１株当たり当期利益（単位：円） 33 －  －
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