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（百万円未満切捨て）

１．平成23年９月期第３四半期の連結業績（平成22年10月１日～平成23年６月30日） 

  

  

  

２．配当の状況 

  

３．平成23年９月期の連結業績予想（平成22年10月１日～平成23年９月30日） 

      平成23年８月12日

上場会社名 株式会社コナカ 上場取引所 東 

コード番号 7494 ＵＲＬ http://www.konaka.co.jp/ 

代表者     （役職名） 取締役社長 （氏名）湖中 謙介 

問合せ先責任者 （役職名） 専務取締役管理本部長 （氏名）沼田 孝 ＴＥＬ (045）825－7700 

四半期報告書提出予定日 平成23年８月12日 配当支払開始予定日 － 

四半期決算補足説明資料作成の有無 ： 有 ・無

四半期決算説明会開催の有無    ： 有 ・無   

(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 ％

23年９月期第３四半期 52,146 △5.5 3,679 452.5 4,997 － 1,981 －

22年９月期第３四半期 55,160 △3.7 665 △41.9 △617 － △2,895 －

  
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

23年９月期第３四半期 68 05 －

22年９月期第３四半期 △99 41 －

(2）連結財政状態  

  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

23年９月期第３四半期 73,264 34,482 47.1 1,184 03

22年９月期 73,405 32,518 44.3 1,116 57

（参考）自己資本 23年９月期第３四半期 34,482百万円 22年９月期 32,518百万円 

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

22年９月期  －     0 00 －     0 00 0 00

23年９月期  －      0  00  －       

23年９月期

（予想） 
  5 00 5 00

（注）当四半期における配当予想の修正有無 ： 有・無

  （％表示は、対前期増減率）

  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

通期 67,567 △1.2 2,116 － 3,509 － 1,184 － 40 65

（注）当四半期における業績予想の修正有無 ： 有・無



４．その他（詳細は、＜添付資料＞Ｐ３「その他の情報」をご覧ください。） 

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に

係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の有無となります。 

(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財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

  

※ 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

なる仮定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Ｐ２「連結業績予想に関する定性的情

報」をご覧下さい。  

  

(1）当四半期中における重要な子会社の異動  ： 有・無

(2）簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ： 有・無

① 会計基準等の改正に伴う変更 ： 有 ・無

② ①以外の変更        ： 有 ・無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年９月期３Ｑ 31,146,685株 22年９月期 31,146,685株

② 期末自己株式数 23年９月期３Ｑ 2,023,841株 22年９月期 2,023,300株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年９月期３Ｑ 29,123,088株 22年９月期３Ｑ 29,123,693株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災による未曾有の被害から経済活動の回復は持

ち直しつつあるものの、資源高、円高等の影響や電力不足による企業の生産活動の低下など、依然として下押し圧

力の強い経済環境となっており、衣料品小売業界におきましては震災後の消費支出の落ち込みや、一部クールビズ

関連商品の需要が消費を牽引する面が窺えるものの、先行きが不透明であることから総じて厳しい状況が続いてお

ります。 

このような状況のもと、当第３四半期連結累計期間におきましては、売上高は521億46百万円（前年同期比 

5.5％減）、営業利益は36億79百万円（前年同期比 452.5％増）となりました。加えて、デリバティブ評価益15億

92百万円及び為替差損9億87百万円を計上することにより経常利益は49億97百万円（前年同期は経常損失 6億17百

万円）となりました。一方、減損損失13億14百万円及び資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額6億71百万円を

特別損失に計上し、四半期純利益は19億81百万円（前年同期は四半期純損失 28億95百万円）となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は732億64百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億41百万円の減

少となりました。これは主として、現金及び預金が28億26百万円増加したものの有形固定資産が19億46百万円、

敷金及び保証金が11億48百万円減少したことによるものであります。 

 負債は387億81百万円となり、前連結会計年度末と比較して21億5百万円減少となりました。これは主として、

支払手形及び買掛金が26億73百万円増加したもののデリバティブ負債が15億92百万円、借入金が28億65百万円及

び負ののれんが6億75百万円減少したことによるものであります。 

 純資産は344億82百万円となり、前連結会計年度末と比較して19億64百万円増加となりました。この結果、自

己資本比率は47.1％となりました。 

  

② キャッシュ・フローの状況  

当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、デリバティブ評価益

や借入金の返済による支出等により、一部相殺されたものの仕入債務の増加、減損損失及び税金等調整前四半期

純利益の計上等により、当第３四半期連結会計期間末の資金残高は93億39百万円（前年同期比 9億22百万円増）

となりました。  

当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は64億70百万円（前年同期は40億93百万円の増加）となりました。これは主にデ

リバティブ評価益15億92百万円があったものの仕入債務の増加23億64百万円、減損損失13億14百万円及び税金等

調整前四半期純利益21億83百万円の計上によるものであります。  

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果減少した資金は6億27百万円（前年同期は2億86百万円の減少）となりました。これは主に敷金

及び保証金の回収による収入が3億円あったものの、貸付による支出3億94百万円及び有形固定資産の取得による

支出2億80百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー）  

財務活動の結果減少した資金は29億16百万円（前年同期は17億78百万円の減少）となりました。これは主に借

入金の返済による支出28億65百万円によるものであります。 

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

本資料の発表日現在におきましては、平成23年５月13日に発表しました連結業績予想を変更しておりません。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

 該当事項はありません。  

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定の方法 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

繰延税金資産の回収可能性の判断については、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生

状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタック

スプランニングを利用する方法によっております。 

前連結会計年度以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められる場合には、前連結

会計年度決算において使用した将来の業績予測等に当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法によっ

ております。 

   

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 資産除去債務に関する会計基準の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を

適用しております。 

 これにより、当第３四半期連結累計期間の営業利益は24百万円、経常利益は26百万円、税金等調整前四半期純

利益は698百万円減少しております。また、当会計基準等の適用開始により、投資その他の資産の「敷金及び保

証金」が656百万円減少しております。 

② 企業結合に関する会計基準等の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成20年12月26日）、

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）及び「企業結合会計基準及び事

業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第10号 平成20年12月26日）を適用しておりま

す。 

③ 表示方法の変更 

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用

語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適

用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。  

２．その他の情報
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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）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,559 6,732

受取手形及び売掛金 2,134 1,326

有価証券 159 160

商品及び製品 18,975 18,938

原材料及び貯蔵品 116 117

繰延税金資産 4 3

その他 775 860

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 31,722 28,137

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,642 12,931

土地 13,106 13,580

その他（純額） 885 1,068

有形固定資産合計 25,633 27,579

無形固定資産   

のれん 11 14

その他 712 795

無形固定資産合計 724 810

投資その他の資産   

投資有価証券 1,596 1,674

敷金及び保証金 9,448 10,597

繰延税金資産 0 8

その他 4,600 4,606

貸倒引当金 △382 △8

投資損失引当金 △79 －

投資その他の資産合計 15,183 16,878

固定資産合計 41,541 45,267

資産合計 73,264 73,405
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年９月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,085 4,412

短期借入金 11,910 6,566

1年内返済予定の長期借入金 1,909 9,160

未払金 298 345

未払法人税等 192 230

賞与引当金 235 219

デリバティブ負債 6,830 8,422

その他 1,853 1,461

流動負債合計 30,316 30,818

固定負債   

長期借入金 2,902 3,861

長期未払金 64 119

退職給付引当金 1,175 1,091

役員退職慰労引当金 93 99

ポイント引当金 1,653 1,794

負ののれん 722 1,397

長期預り保証金 607 642

その他 1,245 1,062

固定負債合計 8,465 10,068

負債合計 38,781 40,887

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,305 5,305

資本剰余金 14,745 14,745

利益剰余金 17,423 15,441

自己株式 △3,338 △3,338

株主資本合計 34,135 32,154

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 346 363

評価・換算差額等合計 346 363

純資産合計 34,482 32,518

負債純資産合計 73,264 73,405
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（２）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 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

売上高 55,160 52,146

売上原価 28,217 25,477

売上総利益 26,943 26,668

販売費及び一般管理費 26,277 22,989

営業利益 665 3,679

営業外収益   

受取利息 54 53

受取配当金 37 38

不動産賃貸料 324 345

デリバティブ評価益 － 1,592

負ののれん償却額 675 675

雑収入 154 114

営業外収益合計 1,246 2,819

営業外費用   

支払利息 260 217

デリバティブ評価損 1,892 －

為替差損 － 987

雑損失 377 296

営業外費用合計 2,530 1,501

経常利益又は経常損失（△） △617 4,997

特別利益   

固定資産売却益 0 5

債務免除益 － 52

貸倒引当金戻入額 52 0

その他 11 7

特別利益合計 64 66

特別損失   

固定資産除却損 131 19

投資有価証券評価損 136 20

減損損失 1,087 1,314

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 671

災害による損失 － 306

その他 152 547

特別損失合計 1,508 2,880

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△2,061 2,183

法人税、住民税及び事業税 139 136

法人税等調整額 739 65

法人税等合計 878 201

少数株主損益調整前四半期純利益 － 1,981

少数株主損失（△） △45 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） △2,895 1,981
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△2,061 2,183

減価償却費 1,503 1,186

減損損失 1,087 1,314

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 671

災害損失 － 306

負ののれん償却額 △675 △675

デリバティブ評価損益（△は益） 1,892 △1,592

貸倒引当金の増減額（△は減少） △49 373

退職給付引当金の増減額（△は減少） 91 84

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 6 △6

ポイント引当金の増減額（△は減少） 225 △140

賞与引当金の増減額（△は減少） △200 15

長期貸付金の家賃相殺額 225 251

敷金及び保証金の家賃相殺額 256 225

投資有価証券評価損益（△は益） 136 20

固定資産売却損益（△は益） △0 △5

固定資産除却損 131 19

受取利息及び受取配当金 △92 △92

支払利息 260 217

為替差損益（△は益） 165 308

売上債権の増減額（△は増加） △1,102 △807

たな卸資産の増減額（△は増加） △270 △114

仕入債務の増減額（△は減少） 1,850 2,364

未払消費税等の増減額（△は減少） 75 71

その他 967 767

小計 4,425 6,950

利息及び配当金の受取額 43 47

利息の支払額 △253 △204

災害損失の支払額 － △168

法人税等の支払額 △124 △182

法人税等の還付額 2 28

営業活動によるキャッシュ・フロー 4,093 6,470
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（単位：百万円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成22年６月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成23年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 － △409

定期預金の払戻による収入 100 200

有形固定資産の取得による支出 △383 △280

有形固定資産の売却による収入 18 5

有形固定資産の除却による支出 △17 △56

有価証券の取得による支出 △150 △149

有価証券の売却による収入 100 150

投資有価証券の売却及び償還による収入 42 29

敷金及び保証金の差入による支出 △53 △76

敷金及び保証金の回収による収入 121 300

貸付けによる支出 △73 △394

貸付金の回収による収入 44 86

その他 △36 △33

投資活動によるキャッシュ・フロー △286 △627

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △341 5,344

長期借入れによる収入 508 300

長期借入金の返済による支出 △1,771 △8,509

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △144 △0

その他 △29 △50

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,778 △2,916

現金及び現金同等物に係る換算差額 △165 △308

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,861 2,617

現金及び現金同等物の期首残高 6,554 6,721

現金及び現金同等物の四半期末残高 8,416 9,339
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 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

   

（４）継続企業の前提に関する注記

（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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