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1.  平成24年9月期第3四半期の連結業績（平成23年10月1日～平成24年6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9月期第3四半期 53,228 2.1 4,794 30.3 5,637 12.8 5,427 173.9
23年9月期第3四半期 52,146 △5.5 3,679 452.5 4,997 ― 1,981 ―

（注）包括利益 24年9月期第3四半期 5,332百万円 （171.5％） 23年9月期第3四半期 1,964百万円 （―％）

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9月期第3四半期 186.35 ―

23年9月期第3四半期 68.05 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年9月期第3四半期 72,656 38,527 53.0
23年9月期 69,614 33,398 48.0

（参考） 自己資本  24年9月期第3四半期  38,527百万円 23年9月期  33,398百万円

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  

   24年9月期（予想）期末配当金の内訳 創業60周年記念配当 3円00銭 

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9月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00
24年9月期 ― 0.00 ―

24年9月期（予想） 20.00 20.00

3. 平成24年 9月期の連結業績予想（平成23年10月 1日～平成24年 9月30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 66,012 1.9 4,638 44.3 5,777 63.3 5,037 533.2 172.96



(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レビュー対象外であり、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
連結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当たっての注意事項等については、添付資
料P２「１．当四半期決算に関する定性的情報（3）連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

※  注記事項

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9月期3Q 31,146,685 株 23年9月期 31,146,685 株

② 期末自己株式数 24年9月期3Q 2,024,043 株 23年9月期 2,023,776 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年9月期3Q 29,122,766 株 23年9月期3Q 29,123,088 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、震災直後に落ち込んだ消費マインドの回復基調により個人消

費を中心に底堅く推移し景気は穏やかな持ち直しが見られたものの、長引く欧州債務問題や中国経済の減速懸念な

どにより、本格的な景気回復に向けては先行き不透明な状況が続いております。 

このような経済状況のもと、当第３四半期連結累計期間におきましては、主力アイテムのスーツは好調に推移

いたしましたが、バーゲンセールの時期の変更等の影響もあり、クールビズ向けの高機能商品群については総じて

横ばいかやや前年を下回る状況となりました。 

以上の結果、当第３四半期連結累計期間におきましては、売上高532億28百万円（前年同期比 2.1％増）、営業

利益47億94百万円（前年同期比 30.3％増）、経常利益56億37百万円（前年同期比 12.8％増）、四半期純利益54億

27百万円（前年同期比 173.9％増）となりました。 

     

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動資産は325億54百万円となり、前連結会計年度末に比べ39億84百万円

増加いたしました。これは主に現金及び預金が19億99百万円、受取手形及び売掛金が10億62百万円、商品及び製品

が7億13百万円増加したことによるものであります。固定資産は401億1百万円となり、前連結会計年度末に比べ9億

42百万円減少いたしました。これは主に有形固定資産が5億32百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、総資産は726億56百万円となり、前連結会計年度末と比べ30億41百万円増加いたしました。 

（負債） 

 当第３四半期連結会計期間末における流動負債は301億85百万円となり、前連結会計年度末と比べ12億37百万円

増加いたしました。これは主にデリバティブ負債が13億24百万円、短期借入金が9億40百万円減少したものの支払

手形及び買掛金が19億26百万円、１年内返済予定の長期借入金が13億72百万円増加したことによるものでありま

す。固定負債は39億43百万円となり、前連結会計年度末と比べ33億24百万円減少いたしました。これは主に長期借

入金が25億59百万円、負ののれんが5億61百万円減少したことによるものであります。 

 この結果、負債合計は341億28百万円となり、前連結会計年度末と比べ20億87百万円減少いたしました。 

（純資産）  

 当第３四半期連結会計期間末における純資産合計は385億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ51億28百万

円増加いたしました。これは主に四半期純利益54億27百万円によるものであります。 

 この結果、自己資本比率は53.0％（前連結会計年度末は48.0％）となりました。 

     

  

（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24年５月11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：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,207 11,207

受取手形及び売掛金 1,294 2,356

有価証券 159 309

商品及び製品 17,169 17,882

原材料及び貯蔵品 107 106

その他 634 695

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 28,569 32,554

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 11,568 11,156

土地 13,106 12,976

その他（純額） 802 812

有形固定資産合計 25,477 24,945

無形固定資産   

のれん 11 9

その他 663 538

無形固定資産合計 675 548

投資その他の資産   

投資有価証券 1,586 1,750

敷金及び保証金 9,285 9,135

その他 4,511 4,221

貸倒引当金 △374 △334

投資損失引当金 △118 △164

投資その他の資産合計 14,891 14,608

固定資産合計 41,044 40,101

資産合計 69,614 72,656

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 5,180 7,107

短期借入金 11,904 10,963

1年内返済予定の長期借入金 1,475 2,848

未払法人税等 250 178

賞与引当金 393 268

役員賞与引当金 6 －

デリバティブ負債 7,807 6,482

その他 1,930 2,336

流動負債合計 28,948 30,185
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（単位：百万円）

前連結会計年度 
(平成23年９月30日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成24年６月30日) 

固定負債   

長期借入金 2,685 126

退職給付引当金 742 791

役員退職慰労引当金 95 102

ポイント引当金 1,660 1,551

その他 2,084 1,371

固定負債合計 7,267 3,943

負債合計 36,215 34,128

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 16,933 22,156

自己株式 △3,338 △3,338

株主資本合計 33,646 38,869

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △248 △342

その他の包括利益累計額合計 △248 △342

少数株主持分 － －

純資産合計 33,398 38,527

負債純資産合計 69,614 72,656
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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：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

売上高 52,146 53,228

売上原価 25,477 25,444

売上総利益 26,668 27,784

販売費及び一般管理費 22,989 22,989

営業利益 3,679 4,794

営業外収益   

受取利息 53 46

受取配当金 38 34

不動産賃貸料 345 330

デリバティブ評価益 1,592 1,324

負ののれん償却額 675 561

その他 114 196

営業外収益合計 2,819 2,494

営業外費用   

支払利息 217 179

為替差損 987 1,188

その他 296 282

営業外費用合計 1,501 1,651

経常利益 4,997 5,637

特別利益   

固定資産売却益 5 19

債務免除益 52 －

貸倒引当金戻入額 0 －

その他 7 －

特別利益合計 66 19

特別損失   

固定資産除却損 19 8

投資有価証券評価損 20 －

減損損失 1,314 119

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 4

その他 547 12

特別損失合計 2,880 143

税金等調整前四半期純利益 2,183 5,513

法人税、住民税及び事業税 136 127

法人税等調整額 65 △40

法人税等合計 201 86

少数株主損益調整前四半期純利益 1,981 5,427

少数株主利益 － －

四半期純利益 1,981 5,427
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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：百万円）

前第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) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年10月１日 
 至 平成24年６月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 1,981 5,427

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △17 △94

その他の包括利益合計 △17 △94

四半期包括利益 1,964 5,332

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 1,964 5,332

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）継続企業の前提に関する注記

（４）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

㈱コナカ（7494）平成24年９月期 第３四半期決算短信

- 7 -




