
 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

   

   

 

   

     

 

     

   

 

 
(％表示は、対前期増減率) 
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(百万円未満切捨て)

１．平成25年２月期第３四半期の連結業績（平成24年３月１日～平成24年11月30日）

（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 ％

25年２月期第３四半期 55,137 2.7 553 2.5 689 △11.0 1,084 851.5
24年２月期第３四半期 53,678 0.4 539 △63.4 774 △47.4 114 △91.7

(注) 包括利益 25年２月期第３四半期 1,200百万円( ― ％) 24年２月期第３四半期 △195百万円( ― ％)

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

25年２月期第３四半期 13.43 ―
24年２月期第３四半期 1.41 ―

（２）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率

百万円 百万円 ％

25年２月期第３四半期 43,483 23,544 53.9
24年２月期 38,147 22,343 58.3

(参考) 自己資本 25年２月期第３四半期 23,436百万円 24年２月期 22,252百万円

２．配当の状況

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

24年２月期 ― ― ― 0.00 0.00
25年２月期 ― ― ―

25年２月期(予想) 0.00 0.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

３．平成25年２月期の連結業績予想（平成24年３月１日～平成25年２月28日）

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 76,600 2.7 △700 ― △500 ― 0 ― 0.00

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無



  

  

 

 

   

   

   

   

   

   

   
   

 

 
  

 

 
  

※ 注記事項

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 ： 無

  (連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動)

新規 ―社（社名） 、除外 ―社（社名）

（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

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

（４）発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む) 25年２月期３Ｑ 80,947,834株 24年２月期 80,947,834株

② 期末自己株式数 25年２月期３Ｑ 155,549株 24年２月期 153,503株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 25年２月期３Ｑ 80,793,333株 24年２月期３Ｑ 80,796,252株

※ 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、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しております。

※ 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。業績予想の
前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料２ページ「１．当四半期決算
に関する定性的情報(３)連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。
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当第３四半期連結累計期間(2012年３月１日から2012年11月30日まで)におけるわが国経済は、欧州で

の金融不安や中国の景気後退等を要因とした世界経済の減速により、輸出や設備投資が鈍化する等、景

気の先行き不透明感から、個人消費は低調に推移いたしました。 

このような中、当社グループでは、主な販路である百貨店において10月中旬まで気温の高い日が続い

た影響で、秋物商戦が盛り上がりを欠き、９月、10月の売上高が前年実績を大きく下回りました。10月

下旬以降は気温が低下したことに加えて、百貨店におけるコート強化施策等の効果により、冬物重衣料

の販売が急速に伸張いたしました。また、ショッピングセンターおよびＧＭＳ向け販売が引き続き堅調

に推移したことにより、売上高は前年同四半期に対し増加いたしました。加えて、販売費及び一般管理

費の削減等により営業利益は微増となりました。なお、特別利益として投資有価証券売却益を計上した

こと等により、四半期純利益は前年同四半期に比べて大幅に増加いたしました。 

この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は551億３千７百万円(前年同四半期比

2.7%増)、営業利益は５億５千３百万円(前年同四半期比2.5%増)、経常利益は６億８千９百万円(前年同

四半期比11.0%減)、四半期純利益は10億８千４百万円(前年同四半期比851.5%増)となりました。 

  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べて53億３千６百万円増加し、434

億８千３百万円となりました。これは、商品及び製品の増加等によるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて41億３千５百万円増加し、199億３千９百万円となりました。こ

れは、支払手形及び買掛金の増加等によるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて12億円増加し、235億４千４百万円となりました。これは、四

半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加等によるものであります。 

  

2013年２月期の連結業績予想につきましては、2012年10月12日発表の予想数値から変更はありませ

ん。 

  

該当事項はありません。 

  

会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の

変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 2009年12月４日）及び「会計上の変更

及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 2009年12月４日）を適

用しております。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

（１）連結経営成績に関する定性的情報

（２）連結財政状態に関する定性的情報

（３）連結業績予想に関する定性的情報

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）追加情報
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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：百万円)

前連結会計年度
(2012年２月29日)

当第３四半期連結会計期間
(2012年11月30日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 10,699 8,316

受取手形及び売掛金 8,949 11,756

有価証券 140 90

商品及び製品 7,653 12,153

仕掛品 610 419

原材料及び貯蔵品 710 679

その他 1,272 1,247

貸倒引当金 △123 △184

流動資産合計 29,912 34,478

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 7,494 7,669

減価償却累計額 △6,358 △6,569

建物及び構築物（純額） 1,135 1,100

機械装置及び運搬具 1,102 1,130

減価償却累計額 △884 △925

機械装置及び運搬具（純額） 218 204

土地 1,116 1,116

その他 2,660 2,769

減価償却累計額 △2,225 △2,274

その他（純額） 435 494

有形固定資産合計 2,906 2,916

無形固定資産

その他 237 271

無形固定資産合計 237 271

投資その他の資産

投資有価証券 2,203 2,172

差入保証金 2,416 3,010

繰延税金資産 20 20

その他 618 776

貸倒引当金 △167 △162

投資その他の資産合計 5,091 5,816

固定資産合計 8,234 9,004

資産合計 38,147 43,483

株式会社レナウン（3606）　2013年２月期　第３四半期決算短信

-3-



(単位：百万円)

前連結会計年度
(2012年２月29日)

当第３四半期連結会計期間
(2012年11月30日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 5,992 10,070

短期借入金 85 96

未払費用 2,716 2,782

未払法人税等 238 214

繰延税金負債 33 36

返品調整引当金 656 440

賞与引当金 89 152

その他 331 158

流動負債合計 10,143 13,950

固定負債

繰延税金負債 150 215

退職給付引当金 4,831 5,055

役員退職慰労引当金 13 16

その他 663 702

固定負債合計 5,659 5,989

負債合計 15,803 19,939

純資産の部

株主資本

資本金 17,005 17,005

資本剰余金 21,791 21,791

利益剰余金 △16,678 △15,593

自己株式 △125 △125

株主資本合計 21,992 23,077

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 269 376

繰延ヘッジ損益 47 52

為替換算調整勘定 △57 △69

その他の包括利益累計額合計 259 359

少数株主持分 91 107

純資産合計 22,343 23,544

負債純資産合計 38,147 43,483
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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 2011年３月１日
至 2011年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2012年３月１日
至 2012年11月30日)

売上高 53,678 55,137

売上原価 28,956 29,997

売上総利益 24,721 25,140

販売費及び一般管理費 24,181 24,587

営業利益 539 553

営業外収益

受取利息 10 11

受取配当金 58 60

受取地代家賃 317 244

その他 180 137

営業外収益合計 567 452

営業外費用

支払利息 2 3

退職給付費用 100 100

持分法による投資損失 34 93

その他 194 119

営業外費用合計 332 316

経常利益 774 689

特別利益

投資有価証券売却益 44 668

特別利益合計 44 668

特別損失

固定資産売却損 161 －

減損損失 － 11

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 197 －

災害による損失 227 －

貸倒引当金繰入額 － 57

移転費用 － 65

その他 27 －

特別損失合計 613 134

税金等調整前四半期純利益 206 1,223

法人税、住民税及び事業税 122 116

法人税等調整額 2 5

法人税等合計 125 122

少数株主損益調整前四半期純利益 81 1,101

少数株主利益又は少数株主損失（△） △32 16

四半期純利益 114 1,084
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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 2011年３月１日
至 2011年11月30日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2012年３月１日
至 2012年11月30日)

少数株主損益調整前四半期純利益 81 1,101

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 △226 106

繰延ヘッジ損益 △10 4

為替換算調整勘定 △34 1

持分法適用会社に対する持分相当額 △4 △13

その他の包括利益合計 △276 99

四半期包括利益 △195 1,200

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 △161 1,184

少数株主に係る四半期包括利益 △33 16
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該当事項はありません。 

  

当社グループは、衣服等繊維製品関連事業を単一の報告セグメントとしており、その他の事業につい

ては、重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

（３）継続企業の前提に関する注記

（４）セグメント情報等

（５）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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