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1. 平成26年3月期第3四半期の連結業績（平成25年4月1日～平成25年12月31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3月期第3四半期 35,750 △0.7 803 53.9 893 20.1 253 19.3
25年3月期第3四半期 36,009 0.6 521 ― 743 ― 212 ―

（注）包括利益 26年3月期第3四半期 253百万円 （13.9％） 25年3月期第3四半期 222百万円 （―％）

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

26年3月期第3四半期 15.63 15.55
25年3月期第3四半期 13.10 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

26年3月期第3四半期 57,978 33,277 57.4
25年3月期 57,372 33,255 57.9
（参考）自己資本 26年3月期第3四半期 33,259百万円 25年3月期 33,239百万円

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 ： 有 
26年3月期（予想）期末配当金の内訳 ： 普通配当 15円50銭 記念配当 4円50銭 
配当予想の修正につきましては、本日（平成26年2月12日）公表の「平成26年3月期（第40期）配当予想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 

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3月期 ― 0.00 ― 15.50 15.50
26年3月期 ― 0.00 ―
26年3月期（予想） 20.00 20.00

3. 平成26年 3月期の連結業績予想（平成25年 4月 1日～平成26年 3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 57,500 9.8 3,800 34.2 4,000 27.9 1,100 △40.6 67.89



(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、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Ｐ．２「１．当四半期決算に関する定性的情報（３）連結業績予想などの将来予測情報に関す
る説明」をご覧ください。 

※ 注記事項

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
②①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3月期3Q 16,485,078 株 25年3月期 16,485,078 株
② 期末自己株式数 26年3月期3Q 273,090 株 25年3月期 299,820 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年3月期3Q 16,191,547 株 25年3月期3Q 16,209,286 株
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  （１）経営成績に関する説明 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府による経済政策や金融政策の効果から、円安が進行し株

価が上昇する中で、一部では景況感が改善する等、緩やかな景気回復が見られてまいりました。 

 特に衣料品小売業界におきましては、個人消費に僅かながら回復の兆しが見えてきたものの、本格的な消費マイ

ンド回復までには至っておらず、厳しい環境下で推移しました。 

 このような環境の下、当社グループは「軽量ツーパンツスーツ」や「超軽量サマージャケット」、「ⅰシャツ」

などに加え、レディス商品においても「アクティブパンプス」や「ウォッシャブルパンプス」などの機能性商品を

提供してまいりました。加えて、「ヱヴァンゲリヲン」に続き「ジョジョの奇妙な冒険」とのコラボ商品を発売す

るなど、新しい取組みもおこなってまいりました。 

 店舗施策では、既存店の競争力強化のために店舗の移転・建替・改装を積極的に実施するとともに、大きいサイ

ズの店フォーエルを中心に新規出店いたしました。また、従来の「Perfect Suit FActory（パーフェクト スーツ 

ファクトリー）」より幅広い年齢層をターゲットとする「Perfect Suit JOY（パーフェクト スーツ ジョイ）イオ

ンモール船橋店」を出店いたしました。さらに、ワイシャツ・ブラウスをメインとした新しいコンセプトショップ

「PERFECT SHIRT BROOKLYN（パーフェクト シャツ ブルックリン）シャポー船橋店」と「HAL SUIT EXPRESS（ハ

ル スーツ エクスプレス）JR新大阪駅店」を出店するなど、新業態の出店も積極的におこなってまいりました。

一方で、不採算店舗の閉鎖を実施しました結果、当第３四半期連結会計期間末の総店舗数は389店舗となりまし

た。 

 なお当社グループは衣料品販売事業以外に、100円ショップ事業、広告代理業等を営んでおりますが、重要性が

乏しいため記載を省略しております。 

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、売上高357億５千万円（前年同四半期比0.7％減）と

微減いたしましたが、売上総利益率は58.9％（前年同四半期は57.7％）と1.2ポイント増加したことにより、営業

利益８億３百万円（前年同四半期比53.9％増）、経常利益８億９千３百万円（前年同四半期比20.1％増）、四半期

純利益２億５千３百万円（前年同四半期比19.3％増）と大幅増益の結果となりました。 

（２）財政状態に関する説明 

 当第３四半期連結会計期間末の資産につきましては、主に現金及び預金が13億４千６百万円減少したこと等の理

由により、流動資産が７億５千８百万円減少いたしました。一方で、新規出店等により固定資産が13億６千４百万

円増加したことなどにより、総資産は前期末に比べ６億６百万円増加し、579億７千８百万円となりました。  

 負債につきましては、支払手形及び買掛金が16億８百万円増加した一方で、未払法人税等が９億３千２百万円減

少したことなどにより、前期末に比べて５億８千４百万円増加し、247億１百万円となりました。 

 純資産につきましては、２億５千３百万円の第３四半期純利益を計上したことや、２億５千万円の期末配当を実

施したことになどにより、２千２百万円増加し、332億７千７百万円となりました。 

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

  平成25年11月８日に公表いたしました連結業績予想から修正はおこなっておりません。 

 期末配当金につきましては、普通配当15円50銭に記念配当４円50銭を加えた合計20円に修正することといたしま

した。詳細につきましては、本日（平成26年２月12日）公表の「平成26年３月期（第40期）配当予想の修正に関す

るお知らせ」をご覧ください。 

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

該当事項はありません。 

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

該当事項はありません。 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

該当事項はありません。 

１．当四半期決算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
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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３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 7,659,069 6,312,257

受取手形及び売掛金 66,073 79,002

有価証券 6,001 －

商品 11,456,193 13,238,760

貯蔵品 55,850 52,780

その他 4,790,231 3,591,961

貸倒引当金 △2,165 △1,686

流動資産合計 24,031,255 23,273,076

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 6,106,225 6,857,730

土地 12,183,704 12,183,704

その他（純額） 1,858,754 2,293,145

有形固定資産合計 20,148,684 21,334,580

無形固定資産   

のれん 7,875 －

その他 702,720 603,560

無形固定資産合計 710,595 603,560

投資その他の資産   

差入保証金 6,782,457 6,687,668

その他 5,728,304 6,108,784

貸倒引当金 △28,880 △28,892

投資その他の資産合計 12,481,882 12,767,560

固定資産合計 33,341,162 34,705,701

資産合計 57,372,417 57,978,777

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,992,297 8,600,919

短期借入金 － 1,500,000

1年内返済予定の長期借入金 1,395,032 1,340,399

未払法人税等 942,892 10,587

ポイント引当金 688,645 664,105

賞与引当金 11,000 222,250

店舗閉鎖損失引当金 210,701 57,438

資産除去債務 45,517 21,628

その他 4,431,057 3,485,483

流動負債合計 14,717,144 15,902,811

固定負債   

長期借入金 4,789,536 3,777,265

退職給付引当金 1,891,099 1,985,800

店舗閉鎖損失引当金 72,800 174,337

資産除去債務 918,149 947,112

その他 1,728,678 1,914,391

固定負債合計 9,400,263 8,798,907

負債合計 24,117,408 24,701,719
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成25年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,991,368 3,991,368

資本剰余金 3,864,978 3,862,125

利益剰余金 25,567,905 25,546,680

自己株式 △325,024 △296,016

株主資本合計 33,099,226 33,104,157

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 137,379 114,240

繰延ヘッジ損益 2,493 －

為替換算調整勘定 － 40,893

その他の包括利益累計額合計 139,872 155,133

新株予約権 15,910 17,766

純資産合計 33,255,009 33,277,057

負債純資産合計 57,372,417 57,978,777
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

売上高 36,009,401 35,750,813

売上原価 15,220,291 14,680,428

売上総利益 20,789,110 21,070,384

販売費及び一般管理費 20,267,209 20,267,184

営業利益 521,900 803,200

営業外収益   

受取利息 24,505 24,270

受取配当金 10,910 12,782

受取地代家賃 226,183 260,605

その他 84,068 117,912

営業外収益合計 345,668 415,570

営業外費用   

支払利息 47,774 60,919

賃貸費用 73,461 104,851

持分法による投資損失 － 158,274

その他 2,671 1,697

営業外費用合計 123,906 325,742

経常利益 743,662 893,028

特別損失   

投資有価証券評価損 18,294 －

固定資産除売却損 170,907 107,017

減損損失 7,819 6,724

事業譲渡損 51,645 －

店舗閉鎖損失引当金繰入額 18,000 －

特別損失合計 266,666 113,741

税金等調整前四半期純利益 476,995 779,286

法人税、住民税及び事業税 143,047 205,775

法人税等調整額 121,661 320,357

法人税等合計 264,708 526,133

少数株主損益調整前四半期純利益 212,287 253,152

四半期純利益 212,287 253,152
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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：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成24年４月１日 
 至 平成24年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成25年４月１日 
 至 平成25年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 212,287 253,152

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 5,793 △23,139

繰延ヘッジ損益 4,399 △2,493

持分法適用会社に対する持分相当額 － 25,819

その他の包括利益合計 10,193 187

四半期包括利益 222,480 253,339

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 222,480 253,339

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。 

（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）
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