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1. 平成26年8月期第2四半期の連結業績（平成25年9月1日～平成26年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は、対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

26年8月期第2四半期 1,146 △5.2 105 △34.3 225 △61.5 127 △59.0
25年8月期第2四半期 1,209 0.1 161 △3.4 585 133.3 310 148.6

（注）包括利益 26年8月期第2四半期 127百万円 （△59.1％） 25年8月期第2四半期 312百万円 （148.3％）

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

26年8月期第2四半期 104.89 ―
25年8月期第2四半期 255.20 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年8月期第2四半期 6,624 3,832 57.9
25年8月期 6,483 3,732 57.6
（参考）自己資本 26年8月期第2四半期 3,832百万円 25年8月期 3,732百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
25年8月期期末配当金の内訳 普通配当 11円25銭 記念配当 11円25銭 

年間配当金
第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

25年8月期 ― 11.25 ― 22.50 33.75
26年8月期 ― 11.25
26年8月期（予想） ― 11.25 22.50

3. 平成26年 8月期の連結業績予想（平成25年 9月 1日～平成26年 8月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無  

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 2,250 △5.4 170 △3.7 296 △60.6 200 △9.0 165.23



(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無 

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 ： 無 

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対
する四半期レビュー手続が実施中です。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際
の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年8月期2Q 1,450,500 株 25年8月期 1,450,500 株
② 期末自己株式数 26年8月期2Q 236,096 株 25年8月期 236,096 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年8月期2Q 1,214,404 株 25年8月期2Q 1,218,571 株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の復興関連需要や、政権交代後の円

安及び株価の回復等により景気回復への期待感が高まる一方で、欧州の債務問題、原子力発電所停止に

よる全国的な電力供給問題に加え、中国・韓国との外交問題による経済への悪影響等もあり、依然とし

て景気の先行きに対する不透明な状況となっております。 

このような状況下、当社グループの服飾事業におきましては、収益体質の強化を図り、一層のコスト

ダウンの促進、販売品目の整理等に取り組みましたが、為替の影響により売上原価は増加することとな

りました。賃貸・倉庫事業におきましては空き倉庫の賃貸先募集を積極的に進めました。これらの結果

により、当第２四半期連結累計期間の連結業績は売上高1,146,426千円(前年同四半期連結累計期間比

5.2％の減少)、営業利益105,907千円（前年同四半期連結累計期間比34.3％の減少）となったものの、

営業外収益に「包括的長期為替予約」の評価益等を為替差益として121,358千円計上したことにより経

常利益225,558千円（前年同四半期連結累計期間比61.5％の減少）、四半期純利益は127,380千円（前年

同四半期連結累計期間比59.0％の減少）となりました。 

 セグメントの業績を示すと、次のとおりであります。 

①服飾事業 

当事業部門におきましては、収益体質の強化を図りましたが、為替の影響により売上原価の増加と

なりました。売上高は839,771千円（前年同四半期連結累計期間比6.0％の減少）、営業損失は26,108

千円（前年同四半期連結累計期間は営業利益10,315千円）となりました。 

②賃貸・倉庫事業 

当事業部門におきましては、空き倉庫の賃貸先募集を積極的に進めました。売上高は306,655千円

(前年同四半期連結累計期間比2.9％の減少）、営業利益は131,221千円（前年同四半期連結累計期間

比12.4％の減少）となりました。 

  

 ①流動資産 

当第２四半期連結会計期間末における流動資産の残高は、前連結会計年度末に比べて36,623千円

(2.8％)増加し、1,323,168千円となりました。この主な要因は、現金及び預金が42,238千円減少した

ものの、商品及び製品が44,314千円、原材料及び貯蔵品が29,939千円増加したことによるものであり

ます。 

    ②固定資産 

当第２四半期連結会計期間末における固定資産の残高は、前連結会計年度末に比べて103,867千円

(2.0％)増加し、5,301,066千円となりました。この主な要因は、建設仮勘定が50,778千円減少したも

のの、建物及び構築物が151,556千円増加したことによるものであります。 

  ③流動負債 

当第２四半期連結会計期間末における流動負債の残高は、前連結会計年度末に比べて128,166千円

(7.0％)増加し、1,971,601千円となりました。この主な要因は、買掛金が41,561千円、短期借入金が

250,000千円増加したものの、未払法人税等が73,607千円、通貨スワップ契約等が107,677千円減少し

たことによるものであります。 

 ④固定負債 

当第２四半期連結会計期間末における固定負債の残高は、前連結会計年度末に比べて87,826千円

(9.7％)減少し、820,150千円となりました。この主な要因は、長期借入金の減少98,760千円等による

ものであります。 

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）経営成績に関する説明

（２）財政状態に関する説明
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  ⑤純資産 

当第２四半期連結会計期間末における純資産の残高は、前連結会計年度末に比べて100,150千円

(2.7％)増加し、3,832,483千円となりました。この主な要因は、四半期純利益の計上127,380千円等

によるものであります。 

  

平成25年10月11日に公表した業績予想を平成26年４月11日付「デリバティブ評価益計上及び業績予想

の修正に関するお知らせ」にて予想を変更しております。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提としており、実

際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 

  

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明
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該当事項はありません 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報(注記事項)に関する事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示
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３．四半期連結財務諸表 
（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８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 245,034 202,796

受取手形及び売掛金 163,405 177,851

商品及び製品 692,122 736,437

原材料及び貯蔵品 72,952 102,891

その他 113,818 104,602

貸倒引当金 △786 △1,411

流動資産合計 1,286,545 1,323,168

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,643,681 1,795,237

土地 3,301,162 3,301,162

建設仮勘定 50,778 －

その他（純額） 16,947 16,060

有形固定資産合計 5,012,569 5,112,460

無形固定資産 9,347 7,793

投資その他の資産   

その他 185,818 191,349

貸倒引当金 △10,537 △10,537

投資その他の資産合計 175,281 180,812

固定資産合計 5,197,198 5,301,066

資産合計 6,483,744 6,624,235
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(単位：千円)

前連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 51,770 93,332

短期借入金 1,100,000 1,350,000

未払費用 134,807 108,155

未払法人税等 173,184 99,577

賞与引当金 6,185 5,111

通貨スワップ契約等 110,065 2,387

その他 267,421 313,037

流動負債合計 1,843,434 1,971,601

固定負債   

長期借入金 549,040 450,280

役員退職慰労引当金 180,849 183,849

資産除去債務 29,281 29,554

その他 148,804 156,465

固定負債合計 907,976 820,150

負債合計 2,751,410 2,791,751

純資産の部   

株主資本   

資本金 564,300 564,300

資本剰余金 468,338 468,338

利益剰余金 3,002,925 3,102,982

自己株式 △303,301 △303,301

株主資本合計 3,732,262 3,832,319

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 70 163

その他の包括利益累計額合計 70 163

純資産合計 3,732,333 3,832,483

負債純資産合計 6,483,744 6,624,235
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 
 至 平成26年２月28日) 

売上高 1,209,556 1,146,426

売上原価 577,073 585,179

売上総利益 632,482 561,247

販売費及び一般管理費 471,192 455,339

営業利益 161,289 105,907

営業外収益   

受取利息 10 7

為替差益 421,206 121,358

負ののれん償却額 7,905 －

その他 1,621 2,133

営業外収益合計 430,743 123,499

営業外費用   

支払利息 5,608 3,728

その他 544 119

営業外費用合計 6,152 3,848

経常利益 585,880 225,558

特別損失   

店舗閉鎖損失 3,113 －

特別損失合計 3,113 －

税金等調整前四半期純利益 582,767 225,558

法人税、住民税及び事業税 268,869 97,096

法人税等調整額 2,920 1,081

法人税等合計 271,790 98,177

少数株主損益調整前四半期純利益 310,977 127,380

四半期純利益 310,977 127,380
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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：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 
 至 平成26年２月28日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 310,977 127,380

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 1,185 93

その他の包括利益合計 1,185 93

四半期包括利益 312,162 127,474

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 312,162 127,474

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：千円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 
 至 平成26年２月28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 582,767 225,558

減価償却費 80,842 67,535

負ののれん償却額 △7,905 －

支払利息 5,608 3,728

為替差損益（△は益） 29,731 △9,659

売上債権の増減額（△は増加） △24,756 △14,446

たな卸資産の増減額（△は増加） △81,309 △74,254

仕入債務の増減額（△は減少） 75,982 41,561

通貨スワップ契約等の増減額（△は減少） △471,423 △107,677

その他 42,895 △28,820

小計 232,433 103,526

利息及び配当金の受取額 14 7

利息の支払額 △5,608 △2,059

法人税等の支払額 △16,405 △170,176

営業活動によるキャッシュ・フロー 210,433 △68,702

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 △39,941 △105,110

その他 △1,975 1,500

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,916 △103,610

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） － 250,000

長期借入金の返済による支出 △143,760 △102,260

自己株式の取得による支出 △22,625 －

配当金の支払額 △13,943 △27,324

財務活動によるキャッシュ・フロー △180,328 120,415

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29,731 9,659

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △41,543 △42,238

現金及び現金同等物の期首残高 418,676 245,034

現金及び現金同等物の四半期末残高 377,133 202,796
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該当事項はありません。  

  

該当事項はありません。 

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）
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