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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19期

第２四半期
連結累計期間

第18期

会計期間
自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日

自 平成26年10月１日
至 平成27年３月31日

売上高 (千円) 1,983,882 2,698,863

経常損失（△） (千円) △88,792 △594,353

親会社株主に帰属する四半期(当期)純損失（△） (千円) △109,859 △704,811

四半期包括利益又は包括利益 (千円) △107,057 △674,878

純資産額 (千円) 199,145 306,202

総資産額 (千円) 1,962,955 2,070,350

１株当たり四半期(当期)純損失金額（△） (円) △20.71 △494.46

潜在株式調整後１株当たり四半期(当期)純利益金額 (円) － －

自己資本比率 (％) 10.1 14.8

営業活動によるキャッシュ・フロー (千円) △383,159 △244,563

投資活動によるキャッシュ・フロー (千円) △76,236 △87,642

財務活動によるキャッシュ・フロー (千円) 201,049 452,024

現金及び現金同等物の四半期末(期末)残高 (千円) 734,142 992,740
 

　

回次
第19期

第２四半期
連結会計期間

会計期間
自 平成27年７月１日
至 平成27年９月30日

１株当たり四半期純損失金額（△） (円) △17.46
 

(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　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、潜在株式は存在するものの、１株当たり

四半期（当期）純損失であるため、記載しておりません。

４　平成27年３月30日開催の臨時株主総会決議により、決算期を９月30日から３月31日に変更しました。従っ

て、第18期は平成26年10月１日から平成27年３月31日の６ヶ月間となっております。

５　第18期は、決算期変更により第２四半期に相当する四半期報告書は作成しておりません。これに伴い、前第

２四半期連結累計期間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。

６　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日）等を適用し、第１四半期連結累

計期間より、「四半期（当期）純損失」を「親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失」としておりま

す。

 

２ 【事業の内容】

当第２四半期連結累計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）において営まれている事業の内容

について、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。
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第２ 【事業の状況】

 

１ 【事業等のリスク】

当第２四半期連結累計期間において、前連結会計年度の有価証券報告書に記載した「事業等のリスク」から重要な

変更はありません。

当社グループは、前々連結会計年度、前連結会計年度及び当第２四半期連結累計期間において、継続的な営業損

失、経常損失、親会社株主に帰属する四半期（当期）純損失を計上しております。これにより、継続企業の前提に重

要な疑義を生じさせるような事象又は状況が見受けられます。しかしながら、当該事象又は状況を解消するため

「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（６）事業等のリスクに記載した重要事象等を解消

するための対応策」に記載の通りの対応策を実施していることから、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認め

られないと判断しております。

なお、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。

　

　

２ 【経営上の重要な契約等】

（シンジケートローン契約）

当社は、平成27年９月28日開催の取締役会議に基づき、財務基盤を強化するとともに、今後の環境の変化に柔軟に

対応するため、安定的かつ機動的に資金調達を行う事を目的として、シンジケートローン契約を締結しております。

（1）契約日

　　　平成27年９月28日

（2）組成総額

　　　1,150,000千円

（3）契約形態

　　　コミットメントライン契約　750,000千円

　　　タームローン契約　　　　　400,000千円

（4）契約期間

　　　コミットメントライン契約　１年（４回までの延長条項あり）

　　　　　タームローン契約　　　　　５年　

（5）アレンジャー兼エージェント

　　　株式会社りそな銀行
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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。なお、当社は平成27年３月30日に開催された臨時株主総会で、「定款一部変更の件」が承認されたことを受け

て、決算期末日を９月30日から３月31日に変更致しました。このため、対前期増減率は記載しておりません。

　

（1）業績の状況

当第２四半期連結累計期間（自 平成27年４月１日 至 平成27年９月30日）におけるわが国経済は、継続する円安

と株高により、輸出企業を中心に業績回復基調が継続する一方で、消費税増税や輸入商品の価格上昇等もあり、個

人消費の回復傾向は見られず、また、海外経済の景気下振れ懸念もあり、先行きの不透明感は依然として払拭しき

れない状況が続いております。

当社グループが属するアパレル小売業界におきましては、競争激化が進む中、円安による仕入価格の高騰が続

き、また、消費者の節約志向も依然として続いており、引き続き厳しい状況となっております。

このような市場環境の下、当社グループにおきましては、基幹事業である衣料品販売事業の立て直しを図るた

め、ターゲット顧客の絞り込みを目的としたブランド戦略の見直しを進め、競合の少ない商品カテゴリーの取扱量

を増加させるとともに、有名タレントの起用等によりブランドイメージの刷新を進めて参りました。しかしなが

ら、必ずしもこれら戦略の成果が見いだせる状況には至っておらず、現段階においては売上低迷が継続し、業績回

復には至っておりません。　

引き続き、業績不振の原因を様々な角度から調査・分析し、問題点を徹底的に洗い出すことにより業績不振から

の脱却を早期に果たすべく改革を進めております。当社の事業において、最も重要な戦略である商品・ブランド戦

略については、社内体制を強化し、再度見直しを図って参ります。また、コスト面につきましても再検証を行い、

さらなる削減を進めております。　

当第２四半期連結累計期間におきましては、業績の回復基調には至っておらず、売上低迷状況から脱してはおり

ませんが、利益面におきましては、依然、損失が発生している状況ではあるものの、前連結会計年度に実施したコ

スト削減の効果等により、想定の範囲内で推移いたしました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、売上高は1,983百万円、営業損失は78百万円、経

常損失は88百万円、親会社株主に帰属する四半期純損失は109百万円となりました。

　

セグメント別の業績は、次のとおりであります。

　

（衣料品販売事業）

衣料品販売事業におきましては、これまでの不振の原因を徹底的に追求し改善すべき点を明確にする作業を進め

ております。商品・ブランド戦略を再度見直し、お客様に求められる商品をいかに提供することができるかという

最も重要な点を優先課題として取り組んでおります。　

第１四半期連結累計期間に続き、コスト削減効果等により利益面において想定の範囲内で推移しているものの、

売上低迷は継続しており、業績の回復にはまだ至っていない状況であります。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の衣料品販売事業の売上高は1,110百万円、営業損失は０百万円となりま

した。

　

（玩具・雑貨販売事業）

玩具・雑貨販売事業におきましては、少子化や消費者ニーズの多様化、円安による原材料高騰という、依然とし

て厳しい環境にはあるものの、主要取引先への販売を中心に、好調に推移しております。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の玩具・雑貨販売事業の売上高は597百万円、営業利益は19百万円となり

ました。

　

（その他事業）

その他事業では、メーカーや小売事業者向けの広告販売事業、他社インターネットモール等への卸売事業及び実

店舗事業を行っております。実店舗事業におきましては、期間限定店舗の期間満了に応じた閉店を進めておりま

す。今後の出退店の方針として収益性が低い店舗については早期撤退をする方針としており、平成26年９月より営

業してまいりました池袋パルコの店舗も平成27年８月31日をもって閉店いたしました。

以上の結果、当第２四半期連結累計期間のその他事業の売上高は275百万円、営業損失は97百万円となりました。
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（2）財政状態の分析

①資産

　当第２四半期連結会計期間末における流動資産は、前連結会計年度末に比べて107百万円減少し、1,682百万円と

なりました。この主な要因は、受取手形及び売掛金が62百万円増加しましたが、現金及び預金が234百万円減少した

こと等によるものであります。

当第２四半期連結会計期間末における固定資産は、前連結会計年度末に比べて０百万円減少し、279百万円となり

ました。この主な要因は、有形固定資産が12百万円、無形固定資産が33百万円減少しましたが、投資その他の資産

が46百万円増加したこと等によるものであります。

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べ107百万円減少し、1,962百万円となりました。

 

②負債

当第２四半期連結会計期間末における流動負債は、前連結会計年度末に比べて452百万円増加し、1,409百万円と

なりました。この主な要因は、未払金が223百万円、１年内返済予定の長期借入金が187百万円減少したものの短期

借入金が840百万円増加したこと等によるものであります。

当第２四半期連結会計期間末における固定負債は、前連結会計年度末に比べて452百万円減少し、353百万円とな

りました。この主な要因は、長期借入金が451百万円減少したこと等によるものであります。

この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べ０百万円減少し、1,763百万円となりました。

 

③純資産

当第２四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末に比べて107百万円減少して199百万円と

なりました。これは主に親会社株主に帰属する四半期純損失を109百万円計上したことによるものであります。

 

（3）キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、734百万円となりました。

各キャッシュ・フローの状況とそれらの増減要因は以下のとおりであります。　

 
(営業活動によるキャッシュ・フロー)

営業活動の結果使用した資金は383百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失106百万円、未払

金の減少156百万円を計上した一方で、減価償却費44百万円、固定資産除却損17百万円があったことによるものであ

ります。

 
(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動の結果使用した資金は76百万円となりました。これは主に、保証金の差入による支出34百万円及び定期預

金の増加額23百万円、無形固定資産の取得による支出16百万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)

財務活動の結果獲得した資金は201百万円となりました。これは主に、シンジケートローン組成に伴い、短期借入金

840百万円及び長期借入金400百万円の収入があったものの、長期借入金の返済による支出1,038百万円があったこと

によるものであります。
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（4）従業員数

①連結会社の状況

当四半期連結累計期間において、当社グループは業務の効率化を行うため、衣料品販売事業及びその他事業に属

する提出会社及び連結子会社の夢展望貿易（深圳）有限公司の人員数を大幅に縮小しております。これに伴い、衣

料品販売事業及びその他事業の従業員数は、70名減少しております。

なお、従業員数は就業人員数（当社グループから当社グループ外への出向者を除き、当社グループ外から当社グ

ループへの出向者を含む。）であります。

②提出会社の状況

当四半期累計期間において、当社は業務の効率化を行うため、衣料品販売事業及びその他事業において人員数を

大幅に縮小しております。これに伴い、衣料品販売事業及びその他事業の従業員数は、58名減少しております。

なお、従業員数は就業人員数（当社から社外への出向者を除き、社外から当社への出向者を含む。）であります。

 

（5）主要な設備

前連結会計年度末において計画中であった主要な設備の新設について、当第２四半期連結累計期間に完成したも

のは次のとおりであります。

会社名
事業所名

所在地 セグメントの名称 設備の内容 完成年月

当社
本社

大阪府池田市
衣料品販売事業
その他事業

自社サイト
改修費用

平成27年９月

当社
本社

大阪府池田市
衣料品販売事業
その他事業

基幹システム
改修費用

平成27年９月
 

 

（6）事業等のリスクに記載した重要事象等を解消するための対応策

「第２　事業の状況　１　事業等のリスク」に記載しておりますように、当第２四半期連結会計期間において、

継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。　

当該状況を改善・解消すべく、平成27年2月12日付で締結した健康コーポレーション株式会社（以下「健康コーポ

レーション」といいます。）との間の資本業務提携契約ならびに同年3月31日付の同社を割当先とする第三者割当増

資の調達資金により、以下のような取組みを実施してまいります。

　まず、健康コーポレーションとの資本業務提携契約に伴い、当社が培ってきたアパレル事業におけるＥＣ運営ノ

ウハウを健康コーポレーショングループのアパレル会社から業務委託を受ける形式で供与し、当社の収益拡大及び

健康コーポレーションのアパレル事業におけるＥＣ売上の増大の双方を実現することを目指しております。また、

この資本業務提携により、当社の課題であるブランドイメージの払拭においても、健康コーポレーショングループ

の有する広告・プロモーションノウハウ等により貢献していただけるものと考えております。

　また、この第三者割当増資により調達した資金により、広告・プロモーションを強化し、ブランド価値の向上を

図ってまいります。認知広告等ブランディング向上のための投資を実施することにより、固定化したブランドイ

メージを払拭、顧客への付加価値を向上し、既存顧客の活性化、新規顧客の獲得に努めております。

　さらに、ブランド戦略の見直しを図ることにより商品の収益率を高めてまいります。加えて、在庫圧縮に伴う倉

庫面積の見直しによる物流費用の圧縮等、固定費を見直すことにより、収益貢献度の低い経費を削減し、より安定

した利益を獲得できる体制に変革いたします。これら施策を実施することにより、営業利益および営業キャッ

シュ・フローの黒字化を図ってまいります。

　資金面に関しましては、上記第三者割当増資のほか、取引金融機関に対して継続的な支援が得られるような良好

な関係を築き、今後とも資金調達や資金繰りの安定化に努めてまいります。
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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 5,616,000

計 5,616,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間末

現在発行数(株)
(平成27年９月30日)

提出日現在発行数(株)
(平成27年11月13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 5,304,000 5,304,000
東京証券取引所
（マザーズ）

単元株式数は100株であ
ります。

計 5,304,000 5,304,000 ― ―
 

(注)  普通株式は完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。

 

(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

(株)

発行済株式
総数残高
(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27年７月１日
～

平成27年９月30日
― 5,304,000 ― 100,000 ― ―
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(6) 【大株主の状況】

  平成27年９月30日現在

氏名又は名称 住所
所有株式数

(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

健康コーポレーション株式会社 東京都新宿区北新宿二丁目21番１号 3,900,000 73.53

岡　隆宏 大阪府池田市 536,000 10.11

西薗　仁 埼玉県さいたま市浦和区 157,800 3.00

田中　啓晴 大阪府豊能郡豊能町 72,000 1.36

株式会社ＳＢＩ証券 東京都港区六本木１丁目６番１号 47,800 0.90

岡　美香 大阪府池田市 36,000 0.68

片山　文雄 千葉県市川市 30,300 0.57

岡　諒一郎 大阪府池田市 18,000 0.34

岡　駿志郎 大阪府池田市 18,000 0.34

松井証券株式会社 東京都千代田区麹町１丁目４番地 17,000 0.32

計 ― 4,832,900 91.12
 

 

 

(7) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

   平成27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) ― ― ―

完全議決権株式(その他)
普通株式

5,303,500
 

53,035

単元株式数は100株であります。権
利内容に何ら限定のない当社におけ
る標準となる株式であります。

単元未満株式
普通株式

500
― ―

発行済株式総数 5,304,000 ― ―

総株主の議決権 ― 53,035 ―
 

 

② 【自己株式等】

該当事項はありません。

 

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。

平成27年３月30日開催の臨時株主総会における定款一部変更の決議により、決算期を９月30日から３月31日に変更

しました。

　したがって、前連結会計年度は平成26年10月１日から平成27年３月31日までの６ヶ月間となっており、前第２四半

期連結財務諸表を作成していないため、前第２四半期連結累計期間の記載はしておりません。

 

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２四半期連結会計期間（平成27年７月１日から平

成27年９月30日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成27年４月１日から平成27年９月30日まで）に係る四半期連

結財務諸表について、東邦監査法人による四半期レビューを受けております。

　なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

　第18期連結会計年度及び事業年度　有限責任監査法人トーマツ

　第19期第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間　東邦監査法人
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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27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 1,077,509 842,706

  受取手形及び売掛金 277,729 340,019

  商品及び製品 ※1  418,714 407,490

  貯蔵品 － 5,848

  その他 16,519 87,004

  貸倒引当金 △119 △97

  流動資産合計 1,790,354 1,682,972

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物（純額） 29,039 20,868

   工具、器具及び備品（純額） 20,989 17,260

   リース資産（純額） 2,000 1,250

   有形固定資産合計 52,029 39,378

  無形固定資産   

   ソフトウエア 175,576 142,056

   商標権 3,938 3,681

   無形固定資産合計 179,515 145,738

  投資その他の資産   

   その他 48,452 94,865

   投資その他の資産合計 48,452 94,865

  固定資産合計 279,996 279,982

 資産合計 2,070,350 1,962,955
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           (単位：千円)

          
前連結会計年度

(平成27年３月31日)
当第２四半期連結会計期間

(平成27年９月30日)

負債の部   

 流動負債   

  買掛金 190,096 221,698

  短期借入金 － 840,800

  1年内返済予定の長期借入金 ※1,2  299,800 ※2  112,676

  リース債務 1,654 1,397

  未払金 400,490 177,020

  未払法人税等 13,593 12,318

  ポイント引当金 18,541 8,920

  賞与引当金 20,049 15,644

  事業整理損失引当金 1,246 1,246

  返品調整引当金 1,101 1,275

  その他 10,709 16,930

  流動負債合計 957,282 1,409,928

 固定負債   

  長期借入金 ※1,2  805,485 ※2  353,678

  リース債務 563 －

  長期未払金 817 204

  固定負債合計 806,865 353,882

 負債合計 1,764,147 1,763,810

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 966,585 100,000

  資本剰余金 804,960 121,894

  利益剰余金 △1,494,223 △54,432

  株主資本合計 277,321 167,462

 その他の包括利益累計額   

  為替換算調整勘定 28,880 31,682

  その他の包括利益累計額合計 28,880 31,682

 純資産合計 306,202 199,145

負債純資産合計 2,070,350 1,962,955
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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２四半期連結累計期間】

          (単位：千円)

          当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

売上高 1,983,882

売上原価 1,094,766

売上総利益 889,115

返品調整引当金戻入額 1,101

返品調整引当金繰入額 1,275

差引売上総利益 888,942

販売費及び一般管理費  

 給料及び手当 226,161

 販売手数料 59,751

 運賃梱包費 203,510

 広告宣伝費 115,591

 ポイント引当金繰入額 8,920

 賞与引当金繰入額 11,097

 その他 342,827

 販売費及び一般管理費合計 967,859

営業損失（△） △78,917

営業外収益  

 受取利息 744

 為替差益 2,238

 受取損害賠償金 267

 その他 402

 営業外収益合計 3,652

営業外費用  

 支払利息 10,865

 その他 2,661

 営業外費用合計 13,527

経常損失（△） △88,792

特別損失  

 固定資産除却損 17,342

 特別損失合計 17,342

税金等調整前四半期純損失（△） △106,135

法人税、住民税及び事業税 3,724

法人税等合計 3,724

四半期純損失（△） △109,859

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △109,859
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【四半期連結包括利益計算書】

【第２四半期連結累計期間】

          (単位：千円)

          当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９月30日)

四半期純損失（△） △109,859

その他の包括利益  

 為替換算調整勘定 2,801

 その他の包括利益合計 2,801

四半期包括利益 △107,057

（内訳）  

 親会社株主に係る四半期包括利益 △107,057

 非支配株主に係る四半期包括利益 －
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

          (単位：千円)

          当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
　至 平成27年９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損失（△） △106,135

 減価償却費 44,080

 長期前払費用償却額 689

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △21

 ポイント引当金の増減額（△は減少） △9,621

 賞与引当金の増減額（△は減少） △4,537

 返品調整引当金の増減額（△は減少） 173

 固定資産除却損 17,342

 受取利息及び受取配当金 △744

 支払利息 10,865

 売上債権の増減額（△は増加） △59,694

 たな卸資産の増減額（△は増加） 5,374

 仕入債務の増減額（△は減少） 27,549

 未払金の増減額（△は減少） △156,474

 未払消費税等の増減額（△は減少） 11,248

 その他 △86,180

 小計 △306,083

 利息及び配当金の受取額 744

 利息の支払額 △11,061

 法人税等の支払額 △3,202

 特別退職金の支払額 △63,556

 営業活動によるキャッシュ・フロー △383,159

投資活動によるキャッシュ・フロー  

 定期預金の純増減額（△は増加） △23,795

 有形固定資産の取得による支出 △1,711

 無形固定資産の取得による支出 △16,024

 敷金及び保証金の差入による支出 △34,335

 その他 △370

 投資活動によるキャッシュ・フロー △76,236

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） 840,800

 長期借入れによる収入 400,000

 長期借入金の返済による支出 △1,038,931

 リース債務の返済による支出 △820

 財務活動によるキャッシュ・フロー 201,049

現金及び現金同等物に係る換算差額 △251

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △258,598

現金及び現金同等物の期首残高 992,740

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※  734,142
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【注記事項】

(継続企業の前提に関する事項)

　　　　　該当事項はありません。

 
(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13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25年９月13日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号　平

成25年９月13日）等を、第１四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から

非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前連結会計年度について

は、連結財務諸表の組替えを行っております。
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(四半期連結貸借対照表関係)

※１ 担保に供している資産及び担保に係る債務

　担保に供している資産

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成27年９月30日）

商品及び製品 418,714千円 －千円
 

 
　担保付債務

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成27年９月30日）

運転資金借入金   

　　（うち、１年内返済予定の長期借入金） 87,500千円 －千円

　　（うち、長期借入金） 250,000千円 －千円
 

 

※２ 財務制限条項

前連結会計年度(平成27年３月31日)

当社の借入金のうち、株式会社三井住友銀行をアレンジャー兼エージェントとした金融機関４社からなるシンジ

ケート団との間で、返済期限を平成29年３月31日とするシンジケートローン契約（契約日：平成24年３月27日 契

約金額600,000千円）を締結しており、当連結会計年度末現在337,500千円の借入残高があります。この契約には財

務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のすべての債務について期限の利益を喪失する可

能性があります。

 
財務上の基準

①平成27年３月期末日以降の各連結会計年度末における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額を、

平成26年９月期末日又は直近の連結会計年度末日における連結貸借対照表に記載される純資産の部の合計金額の

75％に相当する金額のうち、いずれか高い方の金額以上に維持すること。

②平成26年９月期末日及びそれ以降の各連結会計年度末日（但し、平成27年3月期末を除く。）における連結損益

計算書に記載される経常損益を、２期連続して損失としないこと。

③３ヶ月毎の当社在庫残の鑑定評価額とリザーブ口座残高の合計額を250百万円以上とすること。
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当第２四半期連結会計期間(平成27年９月30日)

当社の借入金のうち、株式会社りそな銀行をアレンジャー兼エージェントとした金融機関７社からなるシンジ

ケート団との間で、返済期限を平成32年９月30日とするシンジケートローン契約（契約日：平成27年９月28日 契

約金額1,150,000千円）を締結しており、当第２四半期連結会計期間末現在借入実行残高、貸出コミットメント契約

に係る借入金未実行残高及び財務制限条項は次のとおりであります。

 
　シンジケートローン契約

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成27年９月30日）

借入実行残高 －千円　　 400,000千円
 

 

　シンジケートローンによるコミットメントライン契約

 
前連結会計年度

（平成27年３月31日）
当第２四半期連結会計期間
（平成27年９月30日）

コミットメントラインの総額 －千円　　 750,000千円

借入実行残高 －千円　　 705,000千円

差引額 －千円　　 45,000千円
 

 

上記のシンジケートローン契約には以下の財務制限条項が付されており、当該条項に抵触した場合は、契約上のす

べての債務について期限の利益を喪失する可能性があります。なお保証人は親会社である健康コーポレーション株式

会社であります。

①保証人の各年度の決算期の末日における連結の貸借対照表における純資産の部の金額を前年同期比75％以上に

維持する。

②保証人の各年度の決算期における連結の損益計算書に示される経常損益が損失とならないようにする。
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

 
当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

現金及び預金 842,706千円

預入期間が３ヶ月超の定期預金 △108,564千円

現金及び現金同等物 734,142千円
 

 

(株主資本等関係)

当第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

１．配当金支払額

該当事項はありません。

 

２．基準日が当第２四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２四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。

 

３．株主資本の著しい変動

当社は、平成27年２月12日の取締役会において、平成27年３月30日開催の臨時株主総会に「資本金の額の減少の

件」及び「資本準備金の額の減少の件」について付議することを決議し、当該臨時株主総会において承認可決さ

れ、平成27年５月２日にその効力が発生しております。

資本金の減少額　　　　　　 866,585,000円

資本準備金の減少額　　　　 804,960,000円

 
また平成27年６月29日開催の定時株主総会において、「剰余金の処分の件」について付議し、当該定時株主総会

において承認可決され、剰余金を処分し、その他資本剰余金で繰越欠損を補填しております。

その他資本剰余金の減少額　1,549,650,519円

繰越利益剰余金の増加額　　1,549,650,519円
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

当第２四半期連結累計期間（自　平成27年４月１日　至　平成27年９月30日）

１．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

     (単位：千円)

 

報告セグメント
四半期連結損益
計算書計上額

（注）

 
衣料品
販売事業

 

玩具・雑貨
販売事業

その他事業 計

売上高      

  外部顧客への売上高 1,110,281 597,734 275,866 1,983,882 1,983,882

  セグメント間の内部売上高
  又は振替高

― ― ― ― ―

計 1,110,281 597,734 275,866 1,983,882 1,983,882

セグメント利益又は損失（△） △496 19,420 △97,841 △78,917 △78,917
 

（注）セグメント利益又は損失（△）の合計額は、四半期連結損益計算書の営業損失（△）と一致しております。

 

２．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報　

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１株当たり四半期純損失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
当第２四半期連結累計期間
(自 平成27年４月１日
至 平成27年９月30日)

(1) １株当たり四半期純損失金額（△） △20円71銭

    (算定上の基礎)  

　　親会社株主に帰属する四半期純損失金額（△）(千円) △109,859

   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
　　四半期純損失金額（△）(千円)

△109,859

    普通株式の期中平均株式数(株) 5,304,000

(2) 潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額 ―

   (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) ―

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２四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、

　　　　潜在株式は存在するものの、１株当たり四半期純損失であるため、記載しておりません。

 
(重要な後発事象)

　　　該当事項はありません。
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２ 【その他】

該当事項はありません。

 

EDINET提出書類

夢展望株式会社(E27615)

四半期報告書

21/23



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27年11月12日

夢展望株式会社

取締役会  御中

東邦監査法人
 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   小　宮　直　樹   印

 

 

指定社員

業務執行社員
 公認会計士   矢　崎 英　城   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」に掲げられている夢展望株式会社

の平成27年４月１日から平成28年３月31日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間(平成27年７月１日から平成27

年９月30日まで)及び第２四半期連結累計期間(平成27年４月１日から平成27年９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、四半期連結キャッシュ・

フロー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、夢展望株式会社及び連結子会社の平成27年９月30日現在の財政状

態並びに同日をもって終了する第２四半期連結累計期間の経営成績及びキャッシュ・フローの状況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。
 

EDINET提出書類

夢展望株式会社(E27615)

四半期報告書

23/23


	表紙
	本文
	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
	２事業の内容

	第２事業の状況
	１事業等のリスク
	２経営上の重要な契約等
	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

	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
	②発行済株式

	(2)新株予約権等の状況
	(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
	(4)ライツプランの内容
	(5)発行済株式総数、資本金等の推移
	(6)大株主の状況
	(7)議決権の状況
	①発行済株式
	②自己株式等


	２役員の状況

	第４経理の状況
	１四半期連結財務諸表
	(1)四半期連結貸借対照表
	(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２四半期連結累計期間
	四半期連結包括利益計算書
	第２四半期連結累計期間

	(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書
	注記事項
	セグメント情報


	２その他


	第二部提出会社の保証会社等の情報
	監査報告書

