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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29期

第３四半期
連結累計期間

第30期
第３四半期
連結累計期間

第29期

会計期間
自 2017年４月１日
至 2017年12月31日

自 2018年４月１日
至 2018年12月31日

自 2017年４月１日
至 2018年３月31日

売上高 (百万円) 115,175 117,829 154,409

経常利益 (百万円) 9,941 9,706 10,775

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(百万円) 5,747 5,781 5,247

四半期包括利益又は
包括利益

(百万円) 5,858 6,086 5,379

純資産額 (百万円) 35,499 39,316 34,690

総資産額 (百万円) 76,560 79,599 67,107

１株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円) 202.74  203.79 185.08

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 (％) 44.7 46.7 50.1

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 6,894 2,543 13,938

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,296 △5,255 △2,442

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △3,329 3,667 △10,812

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) 6,883 7,268 6,300
 

 

回次
第29期

第３四半期
連結会計期間

第30期
第３四半期
連結会計期間

会計期間
自 2017年10月１日
至 2017年12月31日

自 2018年10月１日
至 2018年12月31日

１株当たり四半期純利益金額 (円) 157.89 150.77
 

(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、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。
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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 【経営者による財政状態、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、「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を第１四半期

連結会計期間の期首から適用しており、財政状態の状況については、当該会計基準等を遡って適用した後の数値で

前連結会計年度との比較・分析を行っております。

 

(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経済は、政府の経済対策や金融政策によって企業収益と雇用環境に緩

やかな改善が見られるものの、金融資本市場の変動や米国政権の保護貿易政策による貿易摩擦の懸念など、先行き

の不透明感が増しています。衣料品小売業界においても訪日外国人による免税需要の伸長やネット通販売上の拡大

などが見られる一方、記録的な猛暑と暖冬に伴う秋冬物需要の停滞に加え、お客様の節約志向の高まりや慎重な購

買行動が継続しています。

このような状況の下、当社は2019年３月期の単年度経営方針として「中期戦略の徹底推進」を掲げ、当社グルー

プの体質改善、収益改善、成長基盤の確立に向けた様々な取り組みを実施しております。この達成に向け「強い経

営基盤の確立」、「実店舗の強みを活かしたEC（ネット通販）の拡大」、「既存事業のマーケット変化への対

応」、「未来の成長に向けた取組の実施」の４つの重点取組課題を定めました。

強い経営基盤の確立については、経営理念の改定に加え、社内コミュニケーションの活性化、ジョブローテー

ションの検討や評価制度の見直しなどに着手し、全社一丸となって中長期の成長、理念の実現に向けて取り組める

基盤作りを行いました。当連結会計年度も不採算な取り組みの精査は続けており、役割を終えた店舗の退店検討、

間接部門の業務の見直し、標準化・効率化に向けて取り組み、収益構造の健全化を進めています。

実店舗の強みを活かしたEC（ネット通販）の拡大については、実店舗とネット通販双方の売上に貢献できるサー

ビスや仕組みの検討、現在の小売環境に合わせた基本販売政策の改定、多様な働き方に対応した人事施策やRFIDの

導入、店舗業務の効率化による人員不足への対応を進め、実店舗の販売力を高めながらネット通販売上拡大に向け

て取り組みました。当第３四半期連結累計期間は単体ネット通販既存店売上高の前年同期比が20.4％増と２桁増と

なり、単体ネット通販売上構成比も前年同期から1.3ポイント上昇し、19.0％となりました。

既存事業のマーケット変化への対応については、トレンドマーケットにおいては質の向上による収益率の改善、

ミッドトレンドマーケットにおいては売上規模拡大による収益額の向上、ニュートレンドマーケットにおいては社

内構造改革とブランド認知拡大策による収益額の向上を目指し、様々な取り組みを実施しています。トレンドマー

ケットにおいてはユナイテッドアローズ総合店の改装リニューアルを実施し、ミッドトレンドマーケットについて

はビジネスウェアやウィメンズ衣料に特化した小型店舗の出店を行っています。

未来の成長に向けた取組の実施については、経営理念の「世界に通用する新しい日本の生活文化の規範となる価

値観の創造」を具現化すべく、衣料品以外へのドメイン拡大の検討を引き続き行いました。海外展開については、

台湾においてグリーンレーベルリラクシング、㈱コーエンにおいて自社オンラインストアを開設したほか、有力商

業施設に期間限定店舗をオープンしました。商品調達面では、今のお客様の購買行動に適したサプライチェーンの

確立に向け、準備を進めています。

出退店では、第一事業本部：４店舗の出店、４店舗の退店、第二事業本部：９店舗の出店、３店舗の退店、アウ

トレット：２店舗の出店、１店舗の退店を実施した結果、当第３四半期連結累計期間末の小売店舗数は209店舗、ア

ウトレットを含む総店舗数は236店舗となりました。

続いて、主な連結子会社の状況として、株式会社フィーゴは、ネット通販が好調に推移しているものの、卸売の

減収等により、減収減益となりました。出退店では２店舗の出店により、当第３四半期連結累計期間末の店舗数は

20店舗となりました。連結子会社の株式会社コーエン（決算月:１月）は、実店舗・ネット通販双方とも順調に推移
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し、増収となりました。また、上半期にテレビCM等の宣伝販促を強化したこと等により減益となりました。出退店

では４店舗の出店、３店舗の退店により、当第３四半期連結累計期間末の店舗数は86店舗となりました。

連結子会社のCHROME HEARTS JP合同会社（決算月：12月）については、非免税の売上が前年同期を下回り、減収

減益となりましたが、売上総利益率の改善等により微減益となっております。なお当第３四半期連結累計期間末の

店舗数は10店舗です。 

また、連結子会社の台湾聯合艾諾股份有限公司（決算月:１月）の当第３四半期連結累計期間末の店舗数は１店舗

の退店により３店舗、連結子会社の株式会社Designs（決算月:１月）の当第３四半期連結累計期間末の店舗数は１

店舗です。以上により、グループ全体での新規出店数は21店舗、退店数は12店舗、当第３四半期連結累計期間末の

店舗数は356店舗となりました。

以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高については、新店出店に伴う増収、既存店の増収、ネット通販

の伸長等により、前年同期比2.3％増の117,829百万円となりました。なお、株式会社ユナイテッドアローズにおけ

る小売＋ネット通販既存店売上高前期比は105.9％となりました。売上総利益は前年同期比2.5％増の62,149百万円

となり、売上総利益率は前年同期から0.1ポイント改善の52.7％となりました。販売費及び一般管理費は株式会社ユ

ナイテッドアローズにおける物流倉庫再編にかかるコストや株式会社コーエンにおける宣伝販促費の増等に伴い、

前年同期比3.3％増の52,562百万円となりました。

以上により、当第３四半期連結累計期間の営業利益は9,586百万円（前年同期比2.1％減）、経常利益は9,706百万

円（前年同期比2.4％減）となりました。また、減損損失の減等により、特別損失が減少し、親会社株主に帰属する

四半期純利益は前年同期比0.6％増の5,781百万円となりました。
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(2) 財政状態の分析

(資産)

流動資産は、前連結会計年度末と比較して10,325百万円（23.5％）増加の54,186百万円となりました。これは、

現金及び預金が976百万円、商品が4,612百万円、未収入金が4,639百万円それぞれ増加した一方、受取手形及び売掛

金が85百万円減少したことなどによります。

固定資産は、前連結会計年度末と比較して2,166百万円（9.3％）増加の25,413百万円となりました。これは、出

店や物流センター再編に伴う大型機械装置の導入やソフトウェア開発などにより建物及び構築物が641百万円、有形

固定資産その他が1,067百万円、無形固定資産が357百万円、差入保証金が59百万円それぞれ増加したことなどによ

ります。

(負債)

流動負債は、前連結会計年度末と比較して9,018百万円（33.1％）増加の36,231百万円となりました。これは、支

払手形及び買掛金が3,507百万円、短期借入金が7,650百万円、それぞれ増加した一方、賞与引当金が1,479百万円、

流動負債その他が825百万円それぞれ減少したことなどによります。

固定負債は、前連結会計年度末と比較して1,152百万円（22.1%）減少の4,051百万円となりました。これは、資産

除去債務が350百万円増加した一方、長期借入金が1,500百万円減少したことなどによります。

(純資産)

純資産合計は、前連結会計年度末と比較して4,626百万円（13.3％）増加の39,316百万円となりました。これは、

資本剰余金が非支配株主への持分譲渡により65百万円、自己株式処分差益により8百万円増加したこと、利益剰余金

が親会社株主に帰属する四半期純利益により5,781百万円増加した一方、配当金の支払により2,212百万円、非支配

株主への持分譲渡により210百万円それぞれ減少したこと、自己株式が譲渡制限付株式報酬として処分したことによ

り27百万円減少したこと、その他の包括利益累計額が62百万円増加したこと、そして非支配株主持分が1,103百万円

増加したことなどによります。
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(3)  キャッシュ・フローの状況の分析

当第３四半期連結累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、前連結会計年度末に比べ967

百万円増加し、7,268百万円となりました。

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)

当第３四半期連結累計期間における営業活動の結果得られた資金は2,543百万円(前年同期は6,894百万円の収入)

となりました。

収入の主な内訳は、税金等調整前四半期純利益9,266百万円、減価償却費1,375百万円および仕入債務の増加によ

る収入4,572百万円であり、支出の主な内訳は、賞与引当金の減少額1,479百万円、売上債権の増加による支出3,771

百万円、たな卸資産の増加による支出4,800百万円、その他流動負債の減少による支出1,201百万円および法人税等

の支払額2,232百万円であります。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

当第３四半期連結累計期間における投資活動の結果使用した資金は5,255百万円(前年同期は2,296百万円の支出)

となりました。

これは主に、新規出店および改装等に伴う有形固定資産の取得による支出3,344百万円、無形固定資産の取得によ

る支出680百万円および長期前払費用の取得による支出1,032百万円等があったこと等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)

当第３四半期連結累計期間における財務活動の結果得られた資金は3,667百万円(前年同期は3,329百万円の支出)

となりました。

これは、短期借入金の純増加額7,650百万円があった一方、長期借入金の返済による支出1,500百万円、配当金の

支払額2,482百万円があったこと等によるものであります。
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(4) 事業上およ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、当連結会社の事業上および財務上の対処すべき課題に重要な変更および新

たに生じた課題はありません。
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(5) 研究開発活動

特記事項はありません。

 

３ 【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。
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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 190,800,000

計 190,800,000
 

 

② 【発行済株式】

 

種類
第３四半期会計期間
末現在発行数(株)
(2018年12月31日)

提出日現在
発行数(株)

(2019年２月14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 30,213,676 30,213,676
東京証券取引所
(市場第１部)

単元株式数は100株でありま
す。

計 30,213,676 30,213,676 ― ―
 

(注)発行済株式には、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分8,716株を含んでおります。

なお、当該株式の内容は以下のとおりであります。
 

（１）処分期日  2018年７月20日

（２）処分した株式の種類  当社普通株式

（３）処分した株式の総数  8,716株

（４）処分価額  １株につき4,130円

（５）処分価額の総額  35,997,080円

（６）募集又は処分方法  特定譲渡制限付株式を割り当てる方法による

（７）出資の履行方法  金銭報酬債権の現物出資による

（８）割当対象者及びその人数
並びに割り当てた株式の数

 取締役（監査等委員である取締役を除く。）２名　8,716株
 

 

(2) 【新株予約権等の状況】

① 【ストックオプション制度の内容】

該当事項はありません。

 

② 【その他の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) 【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
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高

(百万円)

2018年12月31日 ― 30,213,676 ― 3,030 ― 4,095
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(5) 【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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(6) 【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(2018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】

   2018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 1,838,200
 

― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式 28,368,300
 

283,683 ―

単元未満株式 普通株式 7,176
 

― ―

発行済株式総数 30,213,676 ― ―

総株主の議決権 ― 283,683 ―
 

 

② 【自己株式等】

    2018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(％)

株式会社ユナイテッドア
ローズ

東京都渋谷区神宮前三丁目
28番１号

 1,838,200 ―  1,838,200  6.09

計 ―  1,838,200 ―  1,838,200  6.09
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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。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表規則第５条の２第３項により、四半期連結キャッシュ・フロー計算書を作成しておりま

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(2018年10月１日から2018年

12月31日まで)及び第３四半期連結累計期間(2018年４月１日から2018年12月31日まで)に係る四半期連結財務諸表につ

いて、有限責任監査法人トーマツ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：百万円)

          
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2018年12月31日)

資産の部   

 流動資産   

  現金及び預金 6,552 7,529

  受取手形及び売掛金 201 115

  商品 24,343 28,955

  貯蔵品 456 644

  未収入金 11,578 16,217

  その他 734 727

  貸倒引当金 △5 △3

  流動資産合計 43,861 54,186

 固定資産   

  有形固定資産   

   建物及び構築物（純額） 7,320 7,962

   その他（純額） 1,587 2,654

   有形固定資産合計 8,907 10,616

  無形固定資産   

   その他 2,310 2,667

   無形固定資産合計 2,310 2,667

  投資その他の資産   

   差入保証金 8,038 8,098

   その他 4,010 4,052

   貸倒引当金 △21 △21

   投資その他の資産合計 12,028 12,128

  固定資産合計 23,246 25,413

 資産合計 67,107 79,599

負債の部   

 流動負債   

  支払手形及び買掛金 10,315 13,823

  短期借入金 1,500 9,150

  1年内返済予定の長期借入金 2,000 2,000

  未払法人税等 1,182 1,358

  賞与引当金 2,479 999

  役員賞与引当金 91 81

  その他 9,644 8,819

  流動負債合計 27,213 36,231

 固定負債   

  長期借入金 1,500 -

  資産除去債務 3,686 4,036

  その他 17 15

  固定負債合計 5,203 4,051

 負債合計 32,417 40,283
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           (単位：百万円)

          
前連結会計年度
(2018年３月31日)

当第３四半期連結会計期間
(2018年12月31日)

純資産の部   

 株主資本   

  資本金 3,030 3,030

  資本剰余金 4,205 4,278

  利益剰余金 32,340 35,699

  自己株式 △5,861 △5,833

  株主資本合計 33,714 37,174

 その他の包括利益累計額   

  繰延ヘッジ損益 △62 △11

  為替換算調整勘定 △8 3

  その他の包括利益累計額合計 △71 △8

 非支配株主持分 1,047 2,150

 純資産合計 34,690 39,316

負債純資産合計 67,107 79,599
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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 2017年４月１日
　至 2017年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

売上高 115,175 117,829

売上原価 54,523 55,679

売上総利益 60,652 62,149

販売費及び一般管理費 50,861 52,562

営業利益 9,790 9,586

営業外収益   

 受取利息 0 0

 為替差益 52 -

 仕入割引 41 48

 受取賃貸料 19 17

 その他 116 121

 営業外収益合計 229 187

営業外費用   

 支払利息 28 16

 賃貸費用 19 17

 その他 30 33

 営業外費用合計 79 67

経常利益 9,941 9,706

特別損失   

 固定資産除却損 121 66

 減損損失 847 326

 その他 10 46

 特別損失合計 979 440

税金等調整前四半期純利益 8,961 9,266

法人税、住民税及び事業税 2,872 2,516

法人税等調整額 261 733

法人税等合計 3,134 3,250

四半期純利益 5,826 6,016

非支配株主に帰属する四半期純利益 79 234

親会社株主に帰属する四半期純利益 5,747 5,781
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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 2017年４月１日
　至 2017年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31日)

四半期純利益 5,826 6,016

その他の包括利益   

 繰延ヘッジ損益 47 58

 為替換算調整勘定 △16 11

 その他の包括利益合計 31 70

四半期包括利益 5,858 6,086

（内訳）   

 親会社株主に係る四半期包括利益 5,779 5,844

 非支配株主に係る四半期包括利益 79 241
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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 2017年４月１日
　至 2017年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
　至 2018年12月31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 8,961 9,266

 減価償却費 1,341 1,375

 無形固定資産償却費 218 340

 長期前払費用償却額 117 126

 減損損失 847 326

 賞与引当金の増減額（△は減少） △797 △1,479

 役員賞与引当金の増減額（△は減少） △0 △9

 貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △2

 受取利息及び受取配当金 △0 △0

 支払利息 28 16

 売上債権の増減額（△は増加） △4,876 △3,771

 たな卸資産の増減額（△は増加） △3,099 △4,800

 その他の流動資産の増減額（△は増加） 396 △43

 仕入債務の増減額（△は減少） 4,167 4,572

 その他の流動負債の増減額（△は減少） 2,050 △1,201

 その他 182 75

 小計 9,537 4,791

 利息及び配当金の受取額 0 0

 利息の支払額 △28 △16

 法人税等の支払額 △2,613 △2,232

 営業活動によるキャッシュ・フロー 6,894 2,543

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 △9 △9

 有形固定資産の取得による支出 △1,823 △3,344

 資産除去債務の履行による支出 △90 △129

 無形固定資産の取得による支出 △304 △680

 長期前払費用の取得による支出 △395 △1,032

 差入保証金の差入による支出 △164 △318

 差入保証金の回収による収入 734 259

 その他 △242 0

 投資活動によるキャッシュ・フロー △2,296 △5,255

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） 1,860 7,650

 長期借入金の返済による支出 △3,003 △1,500

 配当金の支払額 △2,186 △2,482

 財務活動によるキャッシュ・フロー △3,329 3,667

現金及び現金同等物に係る換算差額 △16 12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,252 967

現金及び現金同等物の期首残高 5,630 6,300

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※1  6,883 ※1  7,268
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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。

 

 

(連結の範囲又は持分法適用の範囲の変更)

該当事項はありません。

 

(四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理)

該当事項はありません。

 

 

(追加情報)

「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」（企業会計基準第28号　2018年２月16日）等を第１四半期連結会

計期間の期首から適用しており、繰延税金資産は投資その他の資産の区分に表示しております。

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

※１ 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は、次のとお

りであります。

 

 
前第３四半期連結累計期間
(自 2017年４月１日
至 2017年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)

現金及び預金 7,132百万円 7,529百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △249　〃 △261〃

現金及び現金同等物 6,883百万円 7,268百万円
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(株主資本等関係)

前第３四半期連結累計期間(自 2017年４月１日 至 2017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
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2017年６月22日
定時株主総会

普通株式 1,642 58 2017年３月31日 2017年６月23日 利益剰余金

2017年11月６日
取締役会

普通株式 567 20 2017年９月30日 2017年12月４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。

 

３ 株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。

 

 

当第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018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
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

2018年６月22日
定時株主総会

普通株式  1,645  58 2018年３月31日 2018年６月25日 利益剰余金

2018年11月５日
取締役会

普通株式 567 20 2018年９月30日 2018年12月４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。

 

３ 株主資本の著しい変動

株主資本の金額は、前連結会計年度の末日と比較して著しい変動がありません。
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(セグメント情報等)

【セグメント情報】

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間(自 2017年４月１日 至 2017年12月31日)

当社グループは衣料品小売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。

 

 

Ⅱ 当第３四半期連結累計期間(自 2018年４月１日 至 2018年12月31日)

当社グループは衣料品小売事業の単一セグメントであるため、記載を省略しております。
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(金融商品関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。
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(有価証券関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。
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(デリバティブ取引関係)

四半期連結財務諸表規則第17条の２の規定に基づき、注記を省略しております。
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(企業結合等関係)

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 2017年４月１日
至 2017年12月31日)

当第３四半期連結累計期間
(自 2018年４月１日
至 2018年12月31日)

１株当たり四半期純利益金額 202.74円 203.79円

(算定上の基礎)   

親会社株主に帰属する
 四半期純利益金額(百万円)

5,747 5,781

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ―

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(百万円)

5,747 5,781

普通株式の期中平均株式数(千株) 28,347 28,371
 

(注)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、潜在株式が存在しない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】

第30期(2018年４月１日から2019年３月31日まで)中間配当について、2018年11月５日開催の取締役会において、

2018年９月30日の株主名簿に記録された株主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

① 配当金の総額                                  567百万円

② １株当たりの金額                               20円00銭

③ 支払請求権の効力発生日及び支払開始日     2018年12月４日
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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
 
 

 

２０１９年２月１４日
 

 

株式会社　ユナイテッドアローズ

取締役会 御中
 

 

有限責任監査法人 ト ー マ ツ
 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 中　　塚　　　　　亨 印

 

 

指定有限責任社員

業務執行社員
 公認会計士 大　　辻　　隼　　人 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ユ

ナイテッドアローズの２０１８年４月１日から２０１９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

（２０１８年１０月１日から２０１８年１２月３１日まで）及び第３四半期連結累計期間（２０１８年４月１日から２

０１８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、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、株式会社ユナイテッドアローズ及び連結子会社の２０１８年１２

月３１日現在の財政状態並びに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。
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