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第一部 【企業情報】

 

第１ 【企業の概況】

 

１ 【主要な経営指標等の推移】
 

回次
第43期

第１四半期
連結累計期間

第44期
第１四半期
連結累計期間

第43期

会計期間
自 平成27年４月１日

至 平成27年６月30日

自 平成28年４月１日

至 平成28年６月30日

自 平成27年４月１日

至 平成28年３月31日

売上高 （千円） 13,336,365 13,328,522 56,963,273

経常利益 （千円） 979,933 925,383 4,844,334

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

（千円） 604,738 584,890 2,982,492

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 607,536 620,881 2,970,834

純資産額 （千円） 21,801,667 24,049,629 24,209,765

総資産額 （千円） 33,477,603 36,661,814 37,234,445

１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） 20.53 19.86 101.24

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） 20.53 － －

自己資本比率 （％） 65.1 65.4 64.8
 

(注) １  当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２ 売上高には、消費税等は含まれておりません。

３　第43期及び第44期第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額について

は、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 　

２ 【事業の内容】

当第１四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び連結子会社）が営んでいる事業の内容に重要な変更

はありません。

　また、主要な関係会社についても異動はありません。

　なお、当社グループ（当社及び連結子会社）は単一セグメントであります。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第１四半期連結累計期間において、当四半期報告書に記載した事業の状況、経理の状況等に関する事項のうち、

投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある事項の発生又は前事業年度の有価証券報告書に記載した「事業等の

リスク」についての重要な変更はありません。

　なお、重要事象等は存在しておりません。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

３ 【財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期連結会計期間の末日現在において当社グループが判断したものであります。

 

(1)　業績の状況

　当第１四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、政府の景気対策等により緩やかな回復基調で推移してきま

したが、中国をはじめとするアジア新興国経済の減速や英国のEU離脱問題による影響等により円高・株安が進行

し、先行きが不透明となりました。

　流通業界におきましては、雇用情勢や所得環境の改善の効果が期待されましたが、株価の下落や先行きの不透明

感から消費マインドは低下し、個人消費は総じて低調に推移いたしました。

　このような状況下で、当社グループは積極的な事業展開を進めてまいりましたが、当第１四半期連結累計期間の

売上高は,13,328百万円(前年同期比0.1%減)、営業利益は911百万円(前年同期比6.0%減)、経常利益は925百万円(前

年同期比5.6%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は584百万円(前年同期比3.3%減)となりました。

　なお、当社グループの報告セグメントは単一セグメントであるため、セグメントごとの記載はしておりません。

　事業部門ごとの状況は、以下のとおりであります。以下の数値につきましては、事業部門内の取引消去後かつ、

事業部門間の取引消去前のものを記載しております。

　

<小売事業等>

小売事業については、積極的に14店舗の新規出店を行ない、店舗網の拡充に努めてまいりました。退店は３店舗

となりました。

　売上につきましては、既存店売上高が前年同期比5.0%減とやや低調に推移しました。ハンドバッグは、プライ

ベートブランドや提携ブランドを中心に大幅に伸長し、前年同期比13.6%増となりました。財布・雑貨類のうち、財

布は同0.3%増と微増となりましたが、雑貨は同2.3%減となりました。メンズ・トラベルバッグは、メンズバッグは

同2.2%増となりましたが、トラベルバッグは同5.1%減となりました。カジュアルバッグは、売上伸長をけん引して

きた人気アパレルブランドとの提携商品の一部の売上が大幅に減少したため、同4.2%減となりました。インポート

バッグはヒット商品がなく、同10.4%減と低調に推移しました。

　この結果、当事業部門の売上高は12,655百万円(前年同期比0.1%減)となりました。売上総利益率は前年同期比0.1

ポイント改善して48.2%となり、販売費及び一般管理費率は前年同期比0.9ポイント増加して41.6%となりました。

 
<製造・卸売事業>

製造・卸売事業については、商品開発に注力するとともに、営業力の強化により、売上の拡大を図ってまいりま

した。

　この結果、当事業部門の売上高は794百万円(前年同期比5.0%増)となりました。
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(2)　財政状態の分析

（総資産）

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて572百万円減少し、36,661百万円

となりました。これは主に、商品及び製品が900百万円増加、有形固定資産が718百万円増加した一方で、現金及

び預金が1,250百万円減少、受取手形及び売掛金が618百万円減少したこと等によるものであります。

 
（負債）

当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末に比べて412百万円減少し、12,612百万

円となりました。これは主に、短期借入金が700百万円増加した一方で、未払法人税等が780百万円減少、賞与引

当金が212百万円減少したこと等によるものであります。

 

（純資産）

当第１四半期連結会計期間末における純資産は、前連結会計年度末に比べて160百万円減少し、24,049百万円

となりました。これは主に、配当金795百万円の支払による減少があった一方で、親会社株主に帰属する四半期

純利益584百万円の計上等によるものであります。

 

（自己資本比率）

当第１四半期連結会計期間末における自己資本比率は、前連結会計年度末に比べて0.6ポイント増の65.4％と

なりました。

 

(3)　事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結累計期間において、事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変更及び新たに生じた課題は

ありません。

 

(4)　研究開発活動

該当事項はありません。
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第３ 【提出会社の状況】

 

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

①  【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 31,200,000

計 31,200,000
 

 

②  【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成28年６月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成28年８月８日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 29,859,900 29,859,900
東京証券取引所
（市場第一部）

単元株式数は100株で
あります。

計 29,859,900 29,859,900 － －
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

該当事項はありません。

 

(3) 【行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等】

該当事項はありません。

 

(4) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(5) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

年月日

発行済株式

総数増減数

（千株）

発行済株式

総数残高

（千株）

資本金増減額

（千円）

資本金残高

（千円）

資本準備金

増減額

（千円）

資本準備金

残高

（千円）

平成28年６月30日 ─ 29,859 ─ 2,986,400 ─ 4,176,790
 

 

(6) 【大株主の状況】

当四半期会計期間は第１四半期会計期間であるため、記載事項はありません。
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(7) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できないため、記載

することができないことから、直前の基準日（平成28年３月31日）に基づく株主名簿による記載をしております。

①【発行済株式】

平成28年３月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 － － －

議決権制限株式（自己株式等） － － －

議決権制限株式（その他） － － －

完全議決権株式（自己株式等）
（自己保有株式）

－ －
普通株式 401,900

完全議決権株式（その他） 普通株式 29,392,900 293,929 －

単元未満株式 普通株式 65,100 － －

発行済株式総数  29,859,900 － －

総株主の議決権 － 293,929 －
 

（注）「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が6,000株(議決権60個)含まれて

おります。

 

②【自己株式等】

平成28年３月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数

(株)

他人名義
所有株式数

(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
㈱サックスバー ホールディ
ングス

東京都葛飾区新小岩
1-48-14

401,900 － 401,900 1.34

計 － 401,900 － 401,900 1.34

 

 

２ 【役員の状況】

該当事項はありません。
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第４ 【経理の状況】

 

１．四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19年内閣府

令第64号）に基づいて作成しております。

 

２．監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、第１四半期連結会計期間（平成28年４月１日から平成

28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日まで）に係る四半期連結

財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人による四半期レビューを受けております。
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１ 【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28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,061,859 1,811,771

  受取手形及び売掛金 4,019,660 3,400,921

  商品及び製品 12,529,648 13,429,768

  原材料及び貯蔵品 99,538 115,127

  繰延税金資産 296,287 96,691

  その他 563,625 326,414

  流動資産合計 20,570,619 19,180,696

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 2,459,842 2,498,898

   土地 1,269,656 1,921,930

   リース資産（純額） 1,017,661 1,093,097

   その他（純額） 573,723 525,860

   有形固定資産合計 5,320,884 6,039,786

  無形固定資産 52,310 48,922

  投資その他の資産   

   投資有価証券 3,165,610 3,211,465

   退職給付に係る資産 76,759 80,877

   繰延税金資産 607,685 595,674

   敷金及び保証金 6,884,953 6,982,055

   その他 555,621 522,335

   投資その他の資産合計 11,290,630 11,392,409

  固定資産合計 16,663,825 17,481,118

 資産合計 37,234,445 36,661,814

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 4,115,297 3,970,026

  短期借入金 30,000 730,000

  1年内償還予定の社債 100,000 100,000

  リース債務 350,845 368,098

  未払法人税等 891,830 111,026

  賞与引当金 377,890 165,665

  役員賞与引当金 23,000 9,000

  株主優待引当金 8,350 8,350

  その他 2,294,720 2,246,147

  流動負債合計 8,191,934 7,708,314
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成28年３月31日)
当第１四半期連結会計期間

(平成28年６月30日)

 固定負債   

  社債 1,600,000 1,600,000

  長期借入金 20,000 12,500

  リース債務 841,857 895,382

  役員退職慰労引当金 114,306 116,331

  退職給付に係る負債 945,319 960,091

  繰延税金負債 28,918 28,851

  資産除去債務 666,604 665,885

  その他 615,740 624,828

  固定負債合計 4,832,745 4,903,870

 負債合計 13,024,679 12,612,185

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 2,986,400 2,986,400

  資本剰余金 4,569,597 4,569,597

  利益剰余金 16,641,740 16,431,265

  自己株式 △108,909 △108,981

  株主資本合計 24,088,828 23,878,282

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 91,945 123,760

  退職給付に係る調整累計額 △39,199 △35,023

  その他の包括利益累計額合計 52,746 88,736

 新株予約権 68,190 82,610

 純資産合計 24,209,765 24,049,629

負債純資産合計 37,234,445 36,661,814
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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１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

売上高 13,336,365 13,328,522

売上原価 7,004,054 6,942,591

売上総利益 6,332,310 6,385,930

販売費及び一般管理費 5,361,907 5,474,165

営業利益 970,403 911,764

営業外収益   

 受取利息 1,584 16,042

 受取配当金 599 624

 受取補償金 9,887 －

 その他 8,895 12,042

 営業外収益合計 20,967 28,709

営業外費用   

 支払利息 9,477 11,384

 その他 1,959 3,707

 営業外費用合計 11,436 15,091

経常利益 979,933 925,383

特別損失   

 固定資産除却損 700 9,399

 店舗閉鎖損失 11,502 13,760

 減損損失 14,274 537

 特別損失合計 26,477 23,696

税金等調整前四半期純利益 953,455 901,687

法人税、住民税及び事業税 135,399 121,140

法人税等調整額 213,317 195,655

法人税等合計 348,717 316,796

四半期純利益 604,738 584,890

親会社株主に帰属する四半期純利益 604,738 584,890
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【四半期連結包括利益計算書】

【第１四半期連結累計期間】

           (単位：千円)

          前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年６月30日)

四半期純利益 604,738 584,890

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 △23 31,814

 退職給付に係る調整額 2,821 4,175

 その他の包括利益合計 2,797 35,990

四半期包括利益 607,536 620,881

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 607,536 620,881

 非支配株主に係る四半期包括利益 － －
 

EDINET提出書類

株式会社サックスバーホールディングス(E03225)

四半期報告書

11/15



【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

　(会計方針の変更)

法人税法の改正に伴い、「平成28年度税制改正に係る減価償却方法の変更に関する実務上の取扱い」(実

務対応報告第32号　平成28年６月17日)を当第１四半期連結会計期間に適用し、平成28年４月１日以後に取

得した建物附属設備及び構築物に係る減価償却方法を定率法から定額法に変更しております。

なお、当第１四半期連結累計期間において、四半期連結財務諸表に与える影響額は軽微であります。
 

　

(追加情報)

当第１四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日　至　平成28年６月30日）

「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日)を当

第１四半期連結会計期間から適用しております。
 

 
(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

当第１四半期連結累計期間に係る四半期連結キャッシュ・フロー計算書は作成しておりません。なお、第１四半期連

結累計期間に係る減価償却費（無形固定資産及び長期前払費用に係る償却費を含む）は、次のとおりであります。

 
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
 至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
 至 平成28年６月30日)

減価償却費 211,561千円 227,936千円
 

 

(株主資本等関係)

前第１四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年６月30日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成27年６月25日
定時株主総会

普通株式 736,472 25.00 平成27年３月31日 平成27年６月26日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。

 

当第１四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年６月30日）

１  配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額

(千円)
１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成28年６月28日
定時株主総会

普通株式 795,365 27.00 平成28年３月31日 平成28年６月29日 利益剰余金
 

 

２  基準日が当第１四半期連結累計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が当第１四半期連結会計期間の末日後

となるもの

該当事項はありません。

 

(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当社グループの報告セグメントは、単一セグメントであるため、セグメント情報について記載しておりません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基礎並びに潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額及び算定上の基

礎は、以下のとおりであります。

 

項目
前第１四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
 至 平成27年６月30日)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
 至 平成28年６月30日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 20円53銭 19円86銭

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益金額(千円) 604,738 584,890

普通株主に帰属しない金額(千円) － －

普通株式に係る親会社株主に帰属する
四半期純利益金額(千円)

604,738 584,890

普通株式の期中平均株式数(株) 29,458,634 29,457,959

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 20円53銭 －

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する四半期純利益
調整額(千円)

－ －

普通株式増加数(株) 697 －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当
たり四半期純利益金額の算定に含めなかった潜在株
式で、前連結会計年度末から重要な変動があったも
のの概要

－ －

 

(注)　当第１四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、希薄化効果を有している

潜在株式が存在しないため記載しておりません。

 

２ 【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

 

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書

　

平成28年８月８日

株式会社サックスバー ホールディングス

取締役会  御中

　

有限責任 あずさ監査法人
 

　

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士    阿　部　　　　博 　 印

 

　

指定有限責任社員

業 務 執 行 社 員
 公認会計士    佐　藤　　義　仁   印

 

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられている株式会社サック

スバー ホールディングスの平成28年４月１日から平成29年３月31日までの連結会計年度の第１四半期連結会計期間（平

成28年４月１日から平成28年６月30日まで）及び第１四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年６月30日ま

で）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書、四半期連結包括利益計算

書及び注記について四半期レビューを行った。

　

四半期連結財務諸表に対する経営者の責任

経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して四半期連結

財務諸表を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない四半期連結財務諸

表を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

　

監査人の責任

当監査法人の責任は、当監査法人が実施した四半期レビューに基づいて、独立の立場から四半期連結財務諸表に対す

る結論を表明することにある。当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準

拠して四半期レビューを行った。

四半期レビューにおいては、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対して実施される質

問、分析的手続その他の四半期レビュー手続が実施される。四半期レビュー手続は、我が国において一般に公正妥当と

認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べて限定された手続である。

当監査法人は、結論の表明の基礎となる証拠を入手したと判断している。

　

監査人の結論

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認

められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社サックスバー ホールディングス及び連結子会社の平成28

年６月30日現在の財政状態及び同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績を適正に表示していないと信

じさせる事項がすべての重要な点において認められなかった。

　

利害関係

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以  上

 
 

（注）１．上記は四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社（四半期報

告書提出会社）が別途保管しております。

２．XBRLデータは四半期レビューの対象には含まれていません。
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