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1. 平成29年8月期第3四半期の連結業績（平成28年9月1日～平成29年5月31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
親会社株主に帰属する四

半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

29年8月期第3四半期 1,519 △1.5 211 52.0 251 204.6 157 203.4

28年8月期第3四半期 1,542 △7.1 139 △30.3 82 △64.0 51 △58.5

（注）包括利益 29年8月期第3四半期　　157百万円 （203.1％） 28年8月期第3四半期　　52百万円 （△58.5％）

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

29年8月期第3四半期 146.80 ―

28年8月期第3四半期 48.04 ―

(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 ％

29年8月期第3四半期 6,262 3,819 61.0

28年8月期 6,336 3,715 58.6

（参考）自己資本 29年8月期第3四半期 3,819百万円 28年8月期 3,715百万円

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

28年8月期 ― 17.50 ― 32.50 50.00

29年8月期 ― 17.50 ―

29年8月期（予想） 17.50 35.00

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無

※平成28年８月期期末配当金の内訳　普通配当17円50銭　記念配当15円00銭

3. 平成29年 8月期の連結業績予想（平成28年 9月 1日～平成29年 8月31日）

（％表示は、対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する

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 2,087 5.4 286 111.7 285 529.5 173 419.1 161.17

（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（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

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） 29年8月期3Q 1,450,500 株 28年8月期 1,450,500 株

② 期末自己株式数 29年8月期3Q 376,096 株 28年8月期 376,096 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 29年8月期3Q 1,074,404 株 28年8月期3Q 1,082,182 株

※四半期決算短信は四半期レビューの対象外です

※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。
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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

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、有効求人倍率の上昇や失業率の低下など雇用環境の改善か

ら、個人消費は一進一退ながら堅調な推移となりました。また、海外経済の好調により、企業の設備投資も堅調

で、回復実感は乏しいものの緩やかな景気回復基調となりました。

　このような経営環境下、当社グループの服飾事業におきましては、利益体質の強化を図るため、不採算店舗か

らの撤退や一層のコストダウンの促進、更には販売品目の整理等に取り組みました。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３四半期連結累計期間の連結業

績は売上高1,519,904千円(前年同四半期連結累計期間比1.5％の減少)、営業利益211,623千円（前年同四半期連結

累計期間比52.0％の増加）となりました。営業外収益には「包括的長期為替予約」の評価益等を為替差益として

22,720千円計上したことにより経常利益251,892千円（前年同四半期連結累計期間比204.6％の増加）、親会社株

主に帰属する四半期純利益157,725千円（前年同四半期連結累計期間比203.4％の増加）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、不採算店舗からの撤退や一層のコストダウンの推進による利益体質の強化を図

りましたが、売上高は964,865千円（前年同四半期連結累計期間比9.3％の減少）、営業損失が55,249千円（前

年同四半期連結累計期間は営業損失35,641千円）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。その結果、売上高は555,038千円

(前年同四半期連結累計期間比15.9％の増加）、営業利益は266,031千円（前年同四半期連結累計期間比52.9％

の増加）となりました。

（２）財政状態に関する説明

　①流動資産

当第３四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40,616千円(3.3％)増加

し、1,268,825千円となりました。この主な要因は、現金及び預金が139,208千円増加し、商品及び製品が

54,518千円減少したこと等によるものであります。

②固定資産

当第３四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114,898千円(2.2％)減

少し、4,993,511千円となりました。この主な要因は、建物及び構築物が114,086千円減少したことによるもの

であります。

③流動負債

当第３四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368,559千円(19.6％)減

少し、1,513,663千円となりました。この主な要因は、短期借入金が500,000千円、通貨スワップが49,163千円

それぞれ減少し、未払法人税等が94,518千円増加したことによるものであります。

　④固定負債

当第３四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190,240千円(25.8％)増

加し、928,999千円となりました。この主な要因は、長期借入金が160,660千円増加したことによるものであり

ます。

　⑤純資産

当第３四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104,036千円(2.8％)増加

し、3,819,674千円となりました。この主な要因は、親会社株主に帰属する四半期純利益を157,725千円計上し

たものの、配当による減少53,720千円があったこと等によるものであります。

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

平成28年８月期決算発表時（平成28年10月12日）の予想を変更しておりません。

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。
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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

　 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。
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３．四半期連結財務諸表及び主な注記

（１）四半期連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年５月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 162,133 301,342

受取手形及び売掛金 101,255 134,800

商品及び製品 722,250 667,731

原材料及び貯蔵品 70,669 76,745

その他 174,496 89,500

貸倒引当金 △2,596 △1,294

流動資産合計 1,228,209 1,268,825

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 1,896,066 1,781,979

土地 3,022,595 3,022,595

その他（純額） 19,557 15,601

有形固定資産合計 4,938,218 4,820,176

無形固定資産 7,349 6,824

投資その他の資産

その他 162,842 167,661

貸倒引当金 - △1,151

投資その他の資産合計 162,842 166,510

固定資産合計 5,108,410 4,993,511

資産合計 6,336,620 6,262,337
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成28年８月31日)

当第３四半期連結会計期間
(平成29年５月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 4,036 14,561

短期借入金 1,500,000 1,000,000

1年内返済予定の長期借入金 164,680 156,310

未払費用 40,521 40,632

未払法人税等 2,579 97,097

賞与引当金 4,377 8,675

通貨スワップ契約等 59,744 10,581

その他 106,284 185,804

流動負債合計 1,882,223 1,513,663

固定負債

長期借入金 249,340 410,000

役員退職慰労引当金 188,183 192,233

資産除去債務 126,897 127,411

その他 174,338 199,354

固定負債合計 738,758 928,999

負債合計 2,620,981 2,442,662

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 3,158,954 3,262,960

自己株式 △476,131 △476,131

株主資本合計 3,715,461 3,819,467

その他の包括利益累計額

その他有価証券評価差額金 176 207

その他の包括利益累計額合計 176 207

純資産合計 3,715,638 3,819,674

負債純資産合計 6,336,620 6,262,337
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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27年９月１日
　至 平成28年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年９月１日
　至 平成29年５月31日)

売上高 1,542,409 1,519,904

売上原価 785,797 701,281

売上総利益 756,611 818,622

販売費及び一般管理費 617,391 606,999

営業利益 139,220 211,623

営業外収益

受取利息 6 137

補助金収入 12,499 11,294

為替差益 - 22,720

その他 7,413 9,594

営業外収益合計 19,920 43,747

営業外費用

支払利息 3,574 2,202

為替差損 58,462 -

支払手数料 - 600

その他 14,395 676

営業外費用合計 76,432 3,478

経常利益 82,707 251,892

特別損失

固定資産除却損 1,433 0

店舗閉鎖損失 - 7,471

特別損失合計 1,433 7,471

税金等調整前四半期純利益 81,274 244,420

法人税、住民税及び事業税 25,516 89,950

法人税等調整額 3,774 △3,255

法人税等合計 29,291 86,695

四半期純利益 51,983 157,725

非支配株主に帰属する四半期純利益 - -

親会社株主に帰属する四半期純利益 51,983 157,725
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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27年９月１日
　至 平成28年５月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年９月１日
　至 平成29年５月31日)

四半期純利益 51,983 157,725

その他の包括利益

その他有価証券評価差額金 67 31

その他の包括利益合計 67 31

四半期包括利益 52,051 157,756

（内訳）

親会社株主に係る四半期包括利益 52,051 157,756

非支配株主に係る四半期包括利益 - -
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（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）

該当事項はありません。

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

該当事項はありません。
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