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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３四半期
連結累計期間

第44期
第３四半期
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12月31日

自 平成28年４月１日

至 平成28年12月31日

自 平成27年４月１日

至 平成28年３月31日

売上高 （千円） 41,934,651 41,765,962 56,963,273

経常利益 （千円） 3,455,566 3,250,723 4,844,334

親会社株主に帰属する
四半期（当期）純利益

（千円） 2,144,768 2,026,649 2,982,492

四半期包括利益又は包括利益 （千円） 2,165,745 2,121,573 2,970,834

純資産額 （千円） 23,389,955 25,577,619 24,209,765

総資産額 （千円） 37,881,263 40,007,254 37,234,445

１株当たり四半期（当期）
純利益金額

（円） 72.81 68.80 101.24

潜在株式調整後１株当たり
四半期（当期）純利益金額

（円） 72.79 － －

自己資本比率 （％） 61.6 63.7 64.8
 

 

回次
第43期

第３四半期
連結会計期間

第44期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年10月１日

至 平成27年12月31日

自 平成28年10月１日

至 平成28年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 （円） 22.75 23.78
 

(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３四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３四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３四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３四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３四半期連結累計期間におけるわが国の経済は、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、米国大統領選挙の影響等による為替の変動や株式市場の混乱が見られ、景気の緩やかな回復基調が弱ま

り、先行きが不透明な状況が続いております。

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、節約志向の高まりやインバウ

ンド需要の減速などにより、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、低調な個人消費に夏の天候不

順の影響も受けて、当第３四半期連結累計期間の売上高は41,765百万円(前年同期比0.4%減)、営業利益は3,207百

万円(前年同期比6.7%減)、経常利益は3,250百万円(前年同期比5.9%減)、親会社株主に帰属する四半期純利益は

2,026百万円(前年同期比5.5%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30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９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4.6%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16.1%増となりまし

た。財布・雑貨類のうち、財布は同1.5%減とやや減少し、雑貨は同0.1%増と微増となりました。カジュアルバッグ

は前年同期に売上を大きく伸長し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

5.2%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0.1%増と微増となりましたが、トラベルバッ

グは同8.3%減と低調に推移しました。売上の減少が続いていたインポートバッグは、９月から売上高前年同月比が

プラスに転じ、同2.6%減となりました。

この結果、当事業部門の売上高は39,569百万円(前年同期比0.4%減)となりました。売上総利益率は前年同期比

0.3ポイント改善して48.2%となりましたが、販売費及び一般管理費率も前年同期比1.2ポイント増加して41.0%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2,638百万円(前年同期比4.8%増)となりました。
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(2) 財政状態の分析

（総資産）

当第３四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2,772百万円増加し、40,007百万

円となりました。これは主に、現金及び預金が1,846百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が1,491百万円

増加、商品及び製品が2,636百万円増加、有形固定資産が707百万円増加したこと等によるものであります。

　

（負債）

当第３四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1,404百万円増加し、14,429百

万円となりました。これは主に、未払法人税等が673百万円減少した一方で、支払手形及び買掛金が2,294百万円

増加したこと等によるものであります。

　

（純資産）

当第３四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1,367百万円増加し、25,577百万

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2,026百万円の計上等によるものであります。

　

（自己資本比率）

当第３四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1.1ポイント減の63.7％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３四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３四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成28年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(平成29年２月７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12月31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３四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３四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９月30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９月30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 402,000

完全議決権株式（その他） 普通株式 29,394,700 293,947 －

単元未満株式 普通株式 63,200 － －

発行済株式総数  29,859,900 － －

総株主の議決権 － 293,947 －
 

（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９月30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
402,000 － 402,000 1.34

計 － 402,000 － 402,000 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３四半期連結会計期間（平成28年10月１日から平成

28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31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３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 3,061,859 1,214,983

  受取手形及び売掛金 4,019,660 5,510,921

  商品及び製品 12,529,648 15,166,356

  原材料及び貯蔵品 99,538 97,147

  繰延税金資産 296,287 132,329

  その他 563,625 335,354

  流動資産合計 20,570,619 22,457,093

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 2,459,842 2,509,231

   土地 1,269,656 1,921,930

   リース資産（純額） 1,017,661 1,132,789

   その他（純額） 573,723 464,854

   有形固定資産合計 5,320,884 6,028,805

  無形固定資産 52,310 46,971

  投資その他の資産   

   投資有価証券 3,165,610 3,284,368

   退職給付に係る資産 76,759 88,301

   繰延税金資産 607,685 573,132

   敷金及び保証金 6,884,953 7,010,479

   その他 555,621 518,101

   投資その他の資産合計 11,290,630 11,474,383

  固定資産合計 16,663,825 17,550,160

 資産合計 37,234,445 40,007,254
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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３四半期連結会計期間

(平成28年12月31日)

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 4,115,297 6,409,408

  短期借入金 30,000 27,500

  1年内償還予定の社債 100,000 100,000

  リース債務 350,845 404,862

  未払法人税等 891,830 218,024

  賞与引当金 377,890 190,927

  役員賞与引当金 23,000 29,650

  株主優待引当金 8,350 －

  その他 2,294,720 2,155,106

  流動負債合計 8,191,934 9,535,478

 固定負債   

  社債 1,600,000 1,600,000

  長期借入金 20,000 －

  リース債務 841,857 891,056

  役員退職慰労引当金 114,306 120,381

  退職給付に係る負債 945,319 967,537

  繰延税金負債 28,918 28,718

  資産除去債務 666,604 687,960

  その他 615,740 598,502

  固定負債合計 4,832,745 4,894,156

 負債合計 13,024,679 14,429,635

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 17,873,024

  自己株式 △108,909 △109,212

  株主資本合計 24,088,828 25,319,809

 その他の包括利益累計額   

  その他有価証券評価差額金 91,945 174,342

  退職給付に係る調整累計額 △39,199 △26,671

  その他の包括利益累計額合計 52,746 147,670

 新株予約権 68,190 110,138

 純資産合計 24,209,765 25,577,619

負債純資産合計 37,234,445 40,007,254
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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４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

売上高 41,934,651 41,765,962

売上原価 22,036,910 21,659,394

売上総利益 19,897,741 20,106,568

販売費及び一般管理費 16,460,375 16,899,118

営業利益 3,437,365 3,207,449

営業外収益   

 受取利息 10,516 48,628

 受取配当金 2,722 6,668

 受取保険金 1,000 944

 受取手数料 12,584 11,060

 その他 30,144 19,218

 営業外収益合計 56,967 86,520

営業外費用   

 支払利息 32,293 35,094

 その他 6,472 8,151

 営業外費用合計 38,766 43,246

経常利益 3,455,566 3,250,723

特別損失   

 固定資産除却損 8,167 18,621

 店舗閉鎖損失 21,402 29,151

 減損損失 37,038 26,235

 特別損失合計 66,608 74,008

税金等調整前四半期純利益 3,388,958 3,176,715

法人税、住民税及び事業税 1,120,178 993,647

法人税等調整額 124,010 156,417

法人税等合計 1,244,189 1,150,065

四半期純利益 2,144,768 2,026,649

親会社株主に帰属する四半期純利益 2,144,768 2,026,649
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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４月１日
　至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
　至 平成28年12月31日)

四半期純利益 2,144,768 2,026,649

その他の包括利益   

 その他有価証券評価差額金 12,930 82,396

 退職給付に係る調整額 8,045 12,527

 その他の包括利益合計 20,976 94,923

四半期包括利益 2,165,745 2,121,573

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 2,165,745 2,121,573

 非支配株主に係る四半期包括利益 － －
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【注記事項】

(会計方針の変更等)

当第３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31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３四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３四半期連結累計期間
（自　平成28年４月１日　至　平成28年12月31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３四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３四半期

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３四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
 至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
 至 平成28年12月31日)

減価償却費 680,741千円 710,359千円
 

 

(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年12月31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３四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３四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３四半期連結累計期間（自 平成28年４月１日 至 平成28年12月31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３四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３四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３四半期連結累計期間
（自 平成27年４月１日
  至 平成27年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 平成28年４月１日
 至 平成28年12月31日)

(1) １株当たり四半期純利益金額 72円81銭 68円80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) 2,144,768 2,026,649

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)

2,144,768 2,026,649

普通株式の期中平均株式数(株) 29,458,367 29,457,899

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 72円79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) 5,636 －

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３四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29年２月７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３四半期連結会計期間（平

成28年10月１日から平成28年12月31日まで）及び第３四半期連結累計期間（平成28年４月１日から平成28年12月31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12月31日現在の財政状態及び同日をもって終了する第３四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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