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  （百万円未満切捨て）

（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１四半期  6,118  △2.7 420  △22.8  434  △21.6 245 △21.6

25年８月期第１四半期  6,284  5.6 544  6.3  554  7.8 313 43.4

（注）包括利益 26年８月期第１四半期 391百万円（ ％） 9.8   25年８月期第１四半期 356百万円（ ％） 34.7

  
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１四半期  11.52  －

25年８月期第１四半期  14.70  －

  総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

  百万円 百万円 ％ 円 銭 

26年８月期第１四半期  32,493 21,845  67.2  1,025.34

25年８月期  30,274 21,624  71.4  1,014.94

（参考）自己資本 26年８月期第１四半期 21,845百万円   25年８月期 21,624百万円 

  
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  － 8.00 － 8.00  16.00

26年８月期  －       
26年８月期（予想）   8.00 － 8.00  16.00

（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、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率）

  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

第２四半期（累計）  12,900  1.0  800  3.9  840  1.6  470  4.9 22.06

通期  24,000  0.9  1,100  11.1  1,150  5.5  600  3.3 28.16

（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 

  

  

（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 

  

※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動（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

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１Ｑ 22,502,936株 25年８月期 22,502,936株

②  期末自己株式数 26年８月期１Ｑ 1,197,311株 25年８月期 1,196,921株

③  期中平均株式数（四半期累計） 26年８月期１Ｑ 21,305,803株 25年８月期１Ｑ 21,307,072株

 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ます。なお、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。

 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、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績は

様々の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仮定及び業績予想のご利用にあたっての注記事項については、（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）連結業績予想等の将来予測情報に関する説明」をご覧ください。
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（１）経営成績に関する説明 

 当第１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による一連の経済・金融政策を背景に穏やかな回復基調で

推移いたしましたが、平成26年４月に施行される消費税率の引き上げによる消費マインドの冷え込みリスクも想定さ

れ、先行き不透明な状況となっております。 

 当業界におきましては、一部で高額商品等の消費に持ち直しの動きが見られたものの、近年の天候不順や不安定な

景気状況が一般消費に与える影響は大きく、依然として厳しい状況となっております。 

 このような経営環境の中、当社グループでは、基本方針である「時代に合った顧客が求めるカジュアルスタイルの

提案」を念頭に、中長期目標として掲げた「先10年戦える“小売型アパレル”への転換」を実現するため、「小売に

求められる 組織・意思決定・人 の 適化」を推進しております。 

 販売面では、小売事業本部と自主管理事業本部に組織を再編成し、直営・ＧＭＳ等それぞれのチャネルにおいてお

客様が満足する価値の提供に注力してまいりました。また、ディストリビューション推進室を新設し、店舗運営機能

の更なる強化を図りました。 

 当第１四半期連結累計期間における連結業績は、売上高が61億１千８百万円（前年同期比2.7％減）と減収になり

ました。利益面では売上総利益率は51.4％と1.0ポイント低下し、営業利益は４億２千万円（前年同期比22.8％

減）、経常利益は４億３千４百万円（前年同期比21.6％減）、四半期純利益は２億４千５百万円（前年同期比21.6％

減）と減益になりました。 

 セグメントごとの売上高では、繊維製品製造販売業60億６千６百万円（前年同期比2.7％減）、不動産賃貸事業５

千１百万円（前年同期比9.4％増）となりました。 

   

（２）財政状態に関する説明 

①流動資産 

  当第１四半期連結会計期間末における流動資産の残高は181億２千９百万円となり、前連結会計年度末と比べ21億

５百万円増加いたしました。主な要因につきましては、商品及び製品が20億１千８百万円増加したことによるもので

あります。現金及び預金と有価証券を合わせた手元流動性資金は104億５百万円から10億６千２百万円減少し93億４

千２百万円となりました。受取手形及び売掛金の残高は12億５千２百万円増加し、34億３千５百万円となりました。

②固定資産 

  当第１四半期連結会計期間末における固定資産の残高は143億６千４百万円となり、前連結会計年度末と比べ１億

１千３百万円増加いたしました。主な要因につきましては、投資有価証券が１億８千６百万円増加し、繰延税金資産

が７千万円減少したこと等によるものであります。 

③流動負債 

  当第１四半期連結会計期間末における流動負債の残高は84億９千万円となり、前連結会計年度末と比べ19億８千７

百万円増加いたしました。主な要因につきましては、支払手形及び買掛金が18億８千３百万円増加したこと等による

ものであります。 

④固定負債 

  当第１四半期連結会計期間末における固定負債の残高は21億５千７百万円となり、前連結会計年度末と比べ１千万

円増加いたしました。 

⑤純資産 

  当第１四半期連結会計期間末における純資産の残高は218億４千５百万円となり、前連結会計年度末と比べ２億２

千１百万円増加いたしました。主な要因につきましては、利益剰余金が７千５百万円増加し、その他有価証券評価差

額金が１億１千７百万円増加し、為替換算調整勘定が３千３百万円増加したことによるものであります。これらの結

果、自己資本比率は前連結会計年度末の71.4％から4.2ポイント低下し、67.2％となりました。   

   

（３）連結業績予想等の将来予測情報に関する説明 

 当連結会計年度の連結業績予想につきましては、平成25年10月11日公表の数値から変更はありません。   

   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

当第１四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,963,085 4,999,234

受取手形及び売掛金 2,182,901 3,435,619

有価証券 5,442,286 4,343,580

商品及び製品 2,679,825 4,698,082

仕掛品 73,042 49,588

原材料及び貯蔵品 20,596 79,945

繰延税金資産 163,668 240,508

その他 498,867 283,470

貸倒引当金 △252 △354

流動資産合計 16,024,022 18,129,676

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,537,968 2,487,678

機械装置及び運搬具（純額） 39,528 40,614

土地 7,931,184 7,931,184

リース資産（純額） 23,165 69,466

建設仮勘定 － 462

その他（純額） 90,974 88,577

有形固定資産合計 10,622,821 10,617,984

無形固定資産 127,530 133,486

投資その他の資産   

投資有価証券 1,932,467 2,118,814

差入保証金 1,332,296 1,314,654

繰延税金資産 149,414 78,800

その他 106,164 120,404

貸倒引当金 △20,081 △20,081

投資その他の資産合計 3,500,260 3,612,593

固定資産合計 14,250,611 14,364,064

資産合計 30,274,633 32,493,741
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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１四半期連結会計期間 
(平成25年11月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,760,832 6,644,113

1年内返済予定の長期借入金 167,332 167,332

未払法人税等 324,909 259,540

賞与引当金 113,939 －

返品調整引当金 31,000 53,000

ポイント引当金 101,538 99,560

資産除去債務 5,687 9,632

その他 997,836 1,257,165

流動負債合計 6,503,076 8,490,344

固定負債   

長期借入金 1,307,335 1,290,502

退職給付引当金 480,007 465,968

資産除去債務 141,915 138,627

その他 217,973 262,895

固定負債合計 2,147,231 2,157,993

負債合計 8,650,307 10,648,337

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,917,652 4,917,652

資本剰余金 5,644,906 5,644,906

利益剰余金 11,277,652 11,352,708

自己株式 △654,971 △655,136

株主資本合計 21,185,241 21,260,130

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 249,537 367,162

繰延ヘッジ損益 13,465 8,270

為替換算調整勘定 176,082 209,840

その他の包括利益累計額合計 439,085 585,273

純資産合計 21,624,326 21,845,404

負債純資産合計 30,274,633 32,493,741
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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１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成24年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 
 至 平成25年11月30日) 

売上高 6,284,891 6,118,132

売上原価 2,972,270 2,949,331

売上総利益 3,312,621 3,168,801

返品調整引当金戻入額 29,000 31,000

返品調整引当金繰入額 50,000 53,000

差引売上総利益 3,291,621 3,146,801

販売費及び一般管理費 2,746,800 2,725,950

営業利益 544,820 420,850

営業外収益   

受取利息 4,328 6,089

受取配当金 3,293 3,519

為替差益 － 4,909

受取補償金 10,836 549

その他 6,595 5,247

営業外収益合計 25,054 20,314

営業外費用   

支払利息 5,541 5,850

為替差損 617 －

貸倒引当金繰入額 9,000 －

その他 337 568

営業外費用合計 15,496 6,418

経常利益 554,379 434,747

特別損失   

固定資産除却損 5,744 767

減損損失 18,067 7,631

特別損失合計 23,812 8,398

税金等調整前四半期純利益 530,566 426,348

法人税、住民税及び事業税 300,793 249,798

法人税等調整額 △83,375 △68,953

法人税等合計 217,418 180,845

少数株主損益調整前四半期純利益 313,148 245,503

少数株主利益 － －

四半期純利益 313,148 245,503
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成24年９月１日 

 至 平成24年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 

 至 平成25年11月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 313,148 245,503

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △1,584 117,624

繰延ヘッジ損益 12,838 △5,194

為替換算調整勘定 32,373 33,758

その他の包括利益合計 43,628 146,188

四半期包括利益 356,776 391,691

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 356,776 391,691

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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 該当事項はありません。   

   

 該当事項はありません。   

   

Ⅰ 前第１四半期連結累計期間（自 平成24年９月１日 至 平成24年11月30日） 

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 

(注)１．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない当社の総務・経理部門等の管

理部門に係る費用であります。 

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。 

  

Ⅱ 当第１四半期連結累計期間（自 平成25年９月１日 至 平成25年11月30日） 

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 

(注)１．セグメント利益の調整額 千円は、各報告セグメントに配分していない当社の総務・経理部門等の管

理部門に係る費用であります。 

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）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）

（セグメント情報等）

  （単位：千円）

  報告セグメント 
調整額 

  
(注)１ 

四半期連結 
損益計算書
計上額  

  
(注)２ 

  繊維製品製造販売業 不動産賃貸事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高  6,237,636  47,255  6,284,891  －  6,284,891

セグメント間の内部売上高
又は振替高 

 －  －  －  －  －

計  6,237,636  47,255  6,284,891  －  6,284,891

セグメント利益  711,309  12,202  723,512  △178,691  544,820

△178,691

  （単位：千円）

  報告セグメント 
調整額 

  
(注)１ 

四半期連結 
損益計算書
計上額  

  
(注)２ 

  繊維製品製造販売業 不動産賃貸事業 計 

売上高           

外部顧客への売上高  6,066,431  51,700  6,118,132  －  6,118,132

セグメント間の内部売上高
又は振替高  

 －  －  －  －  －

計  6,066,431  51,700  6,118,132  －  6,118,132

セグメント利益  579,345  18,328  597,674  △176,823  420,850

△176,823
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