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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年9月30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 ％

24年3月期第2四半期 7,348 △2.8 755 0.0 769 1.4 458 96.9
23年3月期第2四半期 7,557 2.1 755 34.6 758 37.9 233 △25.7

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 440百万円 （101.9％） 23年3月期第2四半期 218百万円 （―％）

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

24年3月期第2四半期 17.25 ―

23年3月期第2四半期 8.76 ―

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

24年3月期第2四半期 11,840 6,655 56.2 250.21
23年3月期 11,129 6,311 56.7 237.25

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  6,655百万円 23年3月期  6,311百万円

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  
 

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

23年3月期 ― 0.00 ― 4.00 4.00

24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 4.00 4.00

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24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  ：  有  
 

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 13,500 △2.0 1,080 △0.8 1,075 △2.0 640 48.7 24.06



(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報告書のレビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引
法に基づく四半期報告書のレビュー手続きを実施しています。 

※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。業績予想については、四半期決算短信（添付資料）２ページ「連結業績予想に関する定性的情報」
をご覧ください。 

4.  その他

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

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） 24年3月期2Q 26,708,668 株 23年3月期 26,708,668 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 108,340 株 23年3月期 107,239 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 26,600,763 株 23年3月期2Q 26,604,933 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間における日本経済は、東日本大震災により落ち込んだ生産活動に持ち直しの動きが見

られましたものの、そのテンポは緩やかになっており、原発問題・厳しい雇用情勢・円高・欧州の債務危機など、

依然として先行き不透明な状況が続いております。個人消費につきましても、震災による自粛ムードが和らいだこ

とに加え、クールビズ商材等の節電対応需要が高まるなどの要因もあり、緩やかに回復の兆しが見られましたが、

力強さには欠ける展開となっております。 

このような環境下、当四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、前年同四半期比2.8％減の73億48

百万円となりました。その主な要因といたしましては次のとおりです。パラソルの販売につきましては、遮光・遮

熱生地を使用した機能性の高い商品を投入したことに加え、気温上昇・晴天等、期初より春夏物商材が消化されや

すい天候でありましたことから、好調に推移いたしました。天然素材を使用した帽子の販売も堅調でありました。

雨傘の販売につきましては、梅雨入りが例年より早かったものの期間を通じての降雨量は少なめであり、伸び悩み

ました。洋品につきましては、マーケットが縮小したこともあり、低調な販売となりました。 

損益面では、９月の天候不順の影響により期末の返品調整引当金を積み増しいたしましたが、海外生産増加によ

るコストダウン効果等にてカバーし、差引粗利益率が前年同四半期比0.7ポイント上昇いたしました。販売費及び

一般管理費が前年同四半期比37百万円減少いたしましたことから、営業利益は７億55百万円（前年同四半期比

0.0％増）、経常利益は７億69百万円（前年同四半期比1.4％増）となりました。特別利益・損失はなく、四半期純

利益は４億58百万円（前年同四半期比96.9％増）となりました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ、７億11百万円増加して118億40百万円とな

りました。この主な要因は、現金及び預金が２億81百万円増加したこと、受取手形及び売掛金が91百万円増加した

こと、商品及び製品が３億63百万円増加したこと、及びのれんが19百万円減少したこと等によるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末と比べ、３億66百万円増加して51億84百万円となりました。この主な要因は、支

払手形及び買掛金が６億87百万円増加したこと、返品調整引当金が１億20百万円増加したこと、及び短期借入金が

４億50百万円減少したこと等によるものです。 

純資産合計は、前連結会計年度末と比べ、３億44百万円増加して66億55百万円となりました。この主な要因は、

四半期純利益を４億58百万円計上したこと及び１億６百万円の配当を実施したこと等によるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

通期の売上高・営業利益・経常利益・当期純利益につきましては、第３・第４四半期における円高・欧州の債務

危機・天候要因等による個人消費の先行き不透明感の高まりがあること、及び、平成23年11月４日付「業績予想の

修正に関するお知らせ」にて修正いたしました第２四半期連結累計期間における当初発表予想値対比の上方修正額

等を勘案の上、下記のとおり、それぞれ修正いたしました。 

（通期業績予想） 

  

上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。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結果となる可能性があります。 

  

１．当四半期決算に関する定性的情報

  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 

前回発表予想（Ａ） 13,000 800 780 460 17.30 

今回発表予想（Ｂ） 13,500 1,080 1,075 640 24.06

増減額（Ｂ－Ａ） 500 280 295 180 － 

増減率（％） 3.8 35.0 37.8 39.1 － 

前期実績 13,781 1,088 1,096 430 16.18 
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２．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 870,697 1,151,756

受取手形及び売掛金 2,613,242 2,704,498

商品及び製品 2,650,273 3,013,435

仕掛品 15,335 10,125

原材料及び貯蔵品 43,049 28,788

その他 325,993 362,260

貸倒引当金 △44,000 △35,000

流動資産合計 6,474,592 7,235,865

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,312,469 2,312,469

その他（純額） 585,622 564,151

有形固定資産合計 2,898,091 2,876,620

無形固定資産   

のれん 44,113 24,349

その他 128,274 115,884

無形固定資産合計 172,388 140,234

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,056,653 1,063,648

投資不動産（純額） 208,698 221,270

その他 398,534 384,971

貸倒引当金 △88,354 △88,188

投資その他の資産合計 1,575,532 1,581,701

固定資産合計 4,646,011 4,598,556

繰延資産 8,522 6,146

資産合計 11,129,126 11,840,568

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,487,422 2,175,374

短期借入金 621,439 171,238

未払法人税等 376,312 369,642

賞与引当金 90,200 91,420

返品調整引当金 125,000 245,300

その他 428,876 363,565

流動負債合計 3,129,250 3,416,541

固定負債   

社債 700,000 700,000

長期借入金 369,230 455,400

退職給付引当金 317,860 323,733

長期未払金 189,152 188,613

その他 112,446 100,496

固定負債合計 1,688,689 1,768,242

負債合計 4,817,939 5,184,784
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,339,794 3,339,794

資本剰余金 1,039,578 1,039,578

利益剰余金 1,968,415 2,331,441

自己株式 △13,670 △13,799

株主資本合計 6,334,117 6,697,014

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △1,711 △1,484

繰延ヘッジ損益 4,521 △9,245

為替換算調整勘定 △25,741 △30,501

その他の包括利益累計額合計 △22,931 △41,230

純資産合計 6,311,186 6,655,783

負債純資産合計 11,129,126 11,840,568
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（２）四半期連結損益及び包括利益計算書 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 7,557,569 7,348,254

売上原価 4,268,964 4,075,280

売上総利益 3,288,605 3,272,973

返品調整引当金戻入額 106,800 125,000

返品調整引当金繰入額 205,700 245,300

差引売上総利益 3,189,705 3,152,673

販売費及び一般管理費 2,434,633 2,397,402

営業利益 755,071 755,271

営業外収益   

受取利息 2,517 1,917

受取配当金 103 109

為替差益 6,126 9,198

不動産賃貸料 24,941 25,211

貸倒引当金戻入額 － 9,166

その他 10,544 3,203

営業外収益合計 44,232 48,807

営業外費用   

支払利息 23,231 13,457

その他 17,326 20,961

営業外費用合計 40,558 34,418

経常利益 758,745 769,659

特別利益   

貸倒引当金戻入額 17,166 －

特別利益合計 17,166 －

特別損失   

減損損失 213,127 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 1,869 －

特別損失合計 214,996 －

税金等調整前四半期純利益 560,915 769,659

法人税、住民税及び事業税 390,563 349,100

法人税等調整額 △62,774 △38,368

法人税等合計 327,789 310,732

少数株主損益調整前四半期純利益 233,126 458,926

四半期純利益 233,126 458,926

少数株主損益調整前四半期純利益 233,126 458,926

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △902 226

繰延ヘッジ損益 △10,385 △13,766

為替換算調整勘定 △3,581 △4,759

その他の包括利益合計 △14,870 △18,299

四半期包括利益 218,255 440,627

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 218,255 440,627

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。 

  

Ⅰ 前第２四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年９月30日） 

１．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全社費用であり、主

に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。  

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

（固定資産に係る重要な減損損失） 

各報告セグメントには配分していない賃貸不動産において、継続的な地価の下落等により収益性が著しく

低下したため、当該帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（213,127千円）として特

別損失に計上しております。 

  

Ⅱ 当第２四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年９月30日） 

１．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全社費用であり、主

に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、四半期連結損益及び包括利益計算書の営業利益と調整を行っております。   

  

 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

  （単位：千円）

  

報告セグメント

調整額 
（注）１  

四半期連結
損益及び包括 
利益計算書 
計上額 
（注）２  

衣服装飾品 身回り品 計

売上高           

外部顧客への売上高  896,448  6,661,120  7,557,569   －  7,557,569

 計  896,448  6,661,120  7,557,569  －  7,557,569

セグメント利益  135,294  779,405  914,700  △159,629  755,071

△159,629

  （単位：千円）

  

報告セグメント

調整額 
（注）１  

四半期連結
損益及び包括 
利益計算書 
計上額 
（注）２  

衣服装飾品 身回り品 計

売上高           

外部顧客への売上高  905,170  6,443,084  7,348,254   －  7,348,254

 計  905,170  6,443,084  7,348,254  －  7,348,254

セグメント利益  177,301  743,400  920,701  △165,430  755,271

△165,430

（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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