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4 2021年2月期 通期業績ハイライト

予想外の事態が多発した一年だった。
上期の営業利益未達分を取り戻せなかったが、事業の改革を進めると共に
一部資産売却を行い、当期純利益では黒字化、今後の戦略資金を確保優先した。

> 上期は、Covid-19により1000店舗の2か月間営業停止や在庫評価損拡大、物流センターの機能不全等予想外の事態多発。

> 下期は、好調事業の利益増影響や、仕入抑制・在庫圧縮・経費抑制等で回復基調も、上期をカバーするには至らず。

> 引き続き不透明な市場に対し、今後の戦略資金を確保する為に、一部資産の売却を行い当期純利益は黒字を確保。

売上高

1,341億円
前期比 78.8%

計画比 101.4%

営業利益

▲118億4千万円

前期利益差 ▲119.1億円

当期純利益

38億6千万円

前期比 177%
前期利益差 +16.8億円



2021年2月期 下期業績ハイライト

下期はコロナ禍でも好調なブランドが
事業を牽引した。

構造改革プロジェクトや
プロパー販売施策が収益改善に貢献した。

売上高

778億円

営業利益

▲13億7千万円

計画差 +59億6千万円

前期差 ▲16億円

>売上高：計画比102.5%
①コロナ禍で強い成長力を持つ事業の存在

ゴルフ・ストリートブランドが好調
②自社EC事業の好調

前期取得したETRE TOKYO、TACTICSの躍進

>営業利益：計画差+59億6千万円
①売上回復による総利益率 ： 計画比 1.3%改善
②仕入抑制による不良在庫評価や闇雲な値引き減少
③構造改革PJによる固定費削減（賃料・人件費等）
・ 販管費比率 ： 計画比 6.5%改善

下期営業利益
▲13億7千万円

0

上期営業利益
▲104億7千万円

5

下期計画比で業績が良化した要因

大幅に収益改善

前期比 88.2%
計画比 102.5%



6 セグメント別の概況

コロナ禍に於けるライフスタイル変化がゴルフ、アスレジャー、
ストリートブランドの売上を大きく成長させた。
一方でオケージョン需要や都心を中心とした実店舗は低迷した。

2020年2月期実績 2021年2月期実績 増減額/率

+37億4千万円

+20.4％
下期

+12億4千万円

3.6％

183億7千万円 221億1千万円

348億9千万円 361億3千万円通期

ア
ス
レ
ジ
ャ
ー

ス
ト
リ
ー
ト etc.

▲102億5千万円

-22.3％
下期

▲257億3千万円

▲29.1％

459億8千万円 357億3千万円

886億2千万円 628億9千万円通期
etc.

セ
レ
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7 2021年2月期 チャネル別売上

実店舗とECで明確に勝敗が分かれた。
実店舗の休業・店舗撤退により非百貨店は売上高▲292億8千万円、成長率▲34.0%と厳しい。
ECは自社サイト中心に引続き好調。売上高400億円を超え、＋43.4億円、成長率＋12.0%

※１ 非百貨店：ファッションビル、駅ビル、路面店、アウトレット等
※２ その他：卸やその他アパレル事業、グループ会社の非アパレル事業等
※３ 米国でのECサイト「TACTICS」を中心に運営するEfuego Corp社が、
2021年第2四半期から連結対象となり、海外売上高に計上しています

国
内
小
売

百貨店

EC

国内その他※２

海外※3

213億9千万円

2020年2月期実績

85億0千万円

363億4千万円

124億8千万円

155億0千万円

86億7千万円

406億8千万円

2021年2月期実績

178億1千万円

増減額

▲89.1億円

▲23.1億円

+43.4億円

+1.7億円

チャネル内成長率

▲41.7％

▲12.9%

＋12.0%

+2.0%
(構成比：5.0%)

(構成比：10.5%)

(構成比：6.5%)

(構成比：11.6%)

(構成比：12.6%)

(国内小売EC化率：
25.2%)

(構成比：9.3%)

(国内小売EC化率：37.0%)

非百貨店※１ 860億3千万円
(構成比：50.6%)

567億5千万円 ▲292.8億円 ▲34.0％
(構成比：42.3%)



8 2021年2月期 EC売上実績

国内は、自社を中心に強化。
海外はMARGARET HOWELL・HUF・
TACTICS好調で拡大。売上前期比118.3%(+68億円)

自社EC比率43.9%となった。

国内EC

海外EC

元より顧客との間に強い信頼関係を築いてきたブランドが
コロナ禍でEC強化を図り、大きく成長。店頭販売員による
オンライン接客も4ブランド(Laline、PEARLY GATES、
ADORE 、MARGARET HOWELL)で開始し、平均CVRが
18.4％と高いパフォーマンスとなった。
また、M&Aにより、期中に加わったD2Cブランドの「ETRE 
TOKYO」も好調に推移。

エンゲージメントの高いブランドが躍進、
自社ECが 156.2%と堅調推移

昨年6月にM&AしたTACTICS(連結期間2020年6月~12月)が全
体で21.5億円の貢献。うち、EC売上が約9割を占める事業構
造であり、ブランドとしても過去最高益を更新する好業績で
あり、前期比411.5%と大幅な増収となった。

海外事業のEC売上拡大



9 開示計画との差額について

緊急事態宣言後、上期に大きな赤字を計上。
修正計画の開示を行いながらも、収益改革プロジェクトを組成した。
結果として、売上回復に関わる利益 20億円、販管費削減 26億円、
事業売却に関わる利益 14億円を下期で改善した。

0

第2四半期
終了時
通期計画

▲178億円 ＋9億3千万円

仕入調整、セール抑制により
開示計画から1.3%の改善

59億6千万円
対計画改善

通期実績

▲118億円

スピック、アナディスの
事業売却が期末に成立。
店舗費用と在庫評価が改善

本社及び機能会社の
人件費及び戦略費を削減

アスレジャー
ストリートブランド
の好調。下期売上が
開示計画比 102.5%

❶

❷

❸

❹

営業利益
開示計画

下期売上良化による
売上総利益増加

下期売上総利益率
改善による
売上総利益増加

本社部門
販管費削減

事業売却による
費用減

事業部門
販管費削減

営業利益
実績

TIP24 構造改革PJ実施
賃料交渉などによる固定費削減
人件費、戦略費、販促費の抑制

❺
＋10億1千万円

＋10億9千万円

＋14億1千万円

＋15億2千万円



10 当期純利益までの影響項目

コロナ影響の一部損失、減損損失、会社整理費、人員調整等、
構造改革費を特別損失として86億4千万円計上。
一方で不動産売却益 240億円を含む、248億円の特別利益を計上した。

30.0
▲118.4 ▲15.1

248.5
▲86.4

38.6
▲19.9

①支払利息 2億1千万円
②不動産費用 8億7千万円

①減損損失※ 30億6千万円
②会社整理損 11億9千万円
③希望退職費用 11億6千万円
④臨時休業損失 24億1千万円

①固定資産売却 240億2千万円
②投資有価証券売却 3億6千万円
③雇用調整助成 4億4千万円

※ 店舗減損 28億6千万円、システム1億2千万円、のれん6千万円

経常利益 ▲103億6千万円 税引前利益 58億6千万円 当期純利益 38億6千万円

0

※ 雇用調整助成金は人件費内で一部相殺計上

①受取配当 10億6千万円
②不動産収入 12億9千万円

コロナによる損失

( グラフ単位 : 億円 )



連結損益計算書について11

第1回緊急事態宣言時の実店舗約1,000店閉
鎖等、コロナ影響が大きく前期比78.8％。

■売上高

■仕入・在庫
上期は、仕入抑制・在庫消化に苦戦し、商
品評価損失を大きく計上。下期は、発注
ターム見直しの徹底、仕入抑制・在庫消化
加速で、期末在庫は前期比 84.9％と回復。

■利益
上期営業利益▲104億円も、下期は、 HUF、
PEARLY GATES、UNDEFEATED、前期M
＆AのTACTICS、ETRE TOKYO等の好調事
業の利益増影響や、仕入抑制・在庫圧縮・
経費抑制・撤退費用圧縮で回復基調に。
結果、通期営業利益開示計画▲178億円に対
し、営業利益▲118億円で着地。

コロナ影響下での経営基盤安定と、将来に
向けた戦略的投資を見据えた不動産売却に
より、通期当期純利益は38億円。

過去最大の営業利益赤字を背負うも、
未来に向けた戦略投資を断行するための
準備は出来た。

2020.2期
通期累計

2021.2期
通期累計

実績 構成比 実績 構成比 前期差 前期比
（百万円） （％） （百万円） （％） （百万円） （％）

売上高 170,068 100.0 134,078 +100.0 ▲35,989 78.8
売上総利益 89,382 52.6 63,846 +47.6 ▲25,536 71.4
販管費 89,312 52.5 75,689 +56.5 ▲13,622 84.7

販管費（のれん償却費・減価償却費 除） 83,863 49.3 71,150 +53.1 ▲12,713 84.8
のれん償却費 1,024 0.6 762 +0.6 ▲261 74.5
減価償却費 4,424 2.6 3,776 +2.8 ▲647 85.4

営業利益 70 0.0 ▲11,843 ▲8.8 ▲11,913 -
経常利益 1,851 1.1 ▲10,359 ▲7.7 ▲12,210 -
特別利益 6,289 3.7 24,859 +18.5 18,569 395.2
特別損失 4,281 2.5 8,644 +6.4 4,363 201.9
税金等調整前当期純利益 3,859 2.3 5,855 +4.4 1,995 151.7
親会社株主に帰属する当期純利益 2,181 1.3 3,861 +2.9 1,679 177.0
EBITDA ※ 5,518 3.2 ▲7,304 ▲5.4 ▲12,822 -
※EBITDA＝営業利益+のれん償却費+減価償却費


連結業績概況（通期）

														【集計用】 シュウケイヨウ																【集計用】 シュウケイヨウ

														2020.2期 
通期累計 ツウキ ルイケイ										2020.2期 
通期累計						2021.2期 
通期累計 ツウキ ルイケイ																		2021.2期 
通期累計		2021.2期 
通期累計

														実績 ジッセキ		戦略費振替 センリャクヒ フリカエ		戦略費振替後PL センリャクヒ フリカエゴ		構成比 コウセイヒ				実績		構成比 コウセイヒ				開示予想 カイジヨソウ		実績 ジッセキ		戦略費振替 センリャクヒ フリカエ		戦略費振替後PL センリャクヒ フリカエゴ		売上比 ウリアゲ ヒ		前期差 ゼンキサ		前期比 ゼンキヒ		開示予想比 カイジ ヨソウ ヒ				開示予想 カイジヨソウ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期差 ゼンキサ		前期比 ゼンキヒ		開示予算比 カイジヨサンヒ		開示予想差 カイジ ヨソウ サ		開示予想比 カイジ ヨソウ ヒ

														（円） エン		（円） エン		（円） エン		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（％）				（円） エン		（円） エン		（円） エン		（円） エン		（％）		（円） エン		（％）		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）

				売上高 ウリアゲダカ										170,068,104,311				170,068,104,311		100.0				170,068		100.0				132,200,000,000		134,078,711,837				134,078,711,837		100.0		-35,989,392,474		78.8		101.4				132,200		134,078		+100.0		▲35,989		78.8		101.4		1,879		101.4

				売上総利益 ウリアゲソウリエキ										89,382,275,853				89,382,275,853		52.6				89,382		52.6						63,846,217,488				63,846,217,488		47.6		-25,536,058,365		71.4		0.0				-		63,846		+47.6		▲25,536		71.4		0.0		-		-

				販管費 ハンカンヒ										89,312,103,757				89,312,103,757		52.5				89,312		52.5						75,689,672,107				75,689,672,107		56.5		-13,622,431,650		84.7		0.0				-		75,689		+56.5		▲13,622		84.7		0.0		-		-

								人件費見合 ジンケンヒ ミア						37,725,208,881		2,438,266,565

sh_hasegawa: sh_hasegawa:
NU
販売手数料に含まれるEC手数料924,900,000
上野
		35,286,942,316		20.7				35,286		20.7						30,559,013,606				30,559,013,606		22.8		-4,727,928,710		86.6		0.0				-		30,559		+22.8		▲4,727		86.6		0.0		-		-

								戦略費 センリャク ヒ						6,582,920,621		-598,387,256		7,181,307,877		4.2				7,181		4.2						5,419,015,854				5,419,015,854		4.0		-1,762,292,023		75.5		0.0				-		5,419		+4.0		▲1,762		75.5		0.0		-		-

								店舗賃借料 テンポ チンシャクリョウ						14,496,750,637		-2,137,954,424

sh_hasegawa: sh_hasegawa:
賃借料ほぼ店舗なので振替
1,001,761,709																		

sh_hasegawa: sh_hasegawa:
NU
販売手数料に含まれるEC手数料326,000,000
2020.6.19
		16,634,705,061		9.8				16,634		9.8						10,474,061,163		

sh_hasegawa: sh_hasegawa:
上野商会賃借料ほぼ店舗なので振替
2,137,954,424　3/30振替		

sh_hasegawa: sh_hasegawa:
NU
販売手数料に含まれるEC手数料924,900,000
上野
																				10,474,061,163		7.8		-6,160,643,898		63.0		0.0				-		10,474		+7.8		▲6,160		63.0		0.0		-		-

								その他経費 タ ケイヒ						25,058,607,361		298,075,115		24,760,532,246		14.6				24,760		14.6						24,698,201,022				24,698,201,022		18.4		-62,331,224		99.7		0.0				-		24,698		+18.4		▲62		99.7		0.0		-		-

						販管費（のれん償却費・減価償却費 除） ハンカンヒ ショウキャクヒ ゲンカショウキャクヒ ノゾ								83,863,487,500				83,863,487,500		49.3				83,863		49.3						71,150,291,645				71,150,291,645		53.1		-12,713,195,855		84.8		0.0				-		71,150		+53.1		▲12,713		84.8		0.0		-		-

						のれん償却費 ショウキャクヒ								1,024,046,556				1,024,046,556		0.6				1,024		0.6						762,608,532				762,608,532		0.6		-261,438,024		74.5		0.0				-		762		+0.6		▲261		74.5		0.0		-		-

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ								4,424,569,701				4,424,569,701		2.6				4,424		2.6						3,776,771,930				3,776,771,930		2.8		-647,797,771		85.4		0.0				-		3,776		+2.8		▲647		85.4		0.0		-		-

				営業利益 エイギョウリエキ										70,172,096				70,172,096		0.0				70		0.0				-17,800,000,000		-11,843,454,619				-11,843,454,619		-8.8		-11,913,626,715		-16877.7		66.5				▲17,800		▲11,843		▲8.8		▲11,913		-		66.5		5,957		66.5

				経常利益 ケイジョウリエキ										1,851,048,609				1,851,048,609		1.1				1,851		1.1				-16,700,000,000		-10,359,126,767				-10,359,126,767		-7.7		-12,210,175,376		-559.6		62.0				▲16,700		▲10,359		▲7.7		▲12,210		-		62.0		6,341		62.0

				特別利益 トクベツリエキ										6,289,700,783				6,289,700,783		3.7				6,289		3.7						24,859,375,286				24,859,375,286		18.5		18,569,674,503		395.2		0.0				-		24,859		+18.5		18,569		395.2		0.0		-		-

				特別損失 トクベツソンシツ										4,281,230,385				4,281,230,385		2.5				4,281		2.5						8,644,793,921				8,644,793,921		6.4		4,363,563,536		201.9		0.0				-		8,644		+6.4		4,363		201.9		0.0		-		-

				税金等調整前当期純利益 ゼイキントウ チョウセイマエ トウキ ジュンリエキ										3,859,519,007				3,859,519,007		2.3				3,859		2.3						5,855,454,598				5,855,454,598		4.4		1,995,935,591		151.7		0.0				-		5,855		+4.4		1,995		151.7		0.0		-		-

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ										2,181,998,548				2,181,998,548		1.3				2,181		1.3				50,000,000		3,861,375,312				3,861,375,312		2.9		1,679,376,764		177.0		7722.8				50		3,861		+2.9		1,679		177.0		7722.8		3,811		7722.8

				EBITDA ※										5,518,788,353				5,518,788,353		3.2				5,518		3.2						-7,304,074,157				-7,304,074,157		-5.4		-12,822,862,510		-132.3		0.0				-		▲7,304		▲5.4		▲12,822		-		0.0		-		-

				ROE														-		0.0				-		0.0										-		0.0		-		0.0		0.0				-		-		0.0		-		0.0		0.0

				※人件費見合＝人件費+販売手数料+業務委託料 ジンケンヒ ミア ジンケンヒ ハンバイ テスウリョウ ギョウム イタクリョウ

				※戦略費＝広告宣伝費+販売促進費+デジタル・越境EC等の投資+引越費用等 センリャク ヒ コウコク センデンヒ ハンバイ ソクシン ヒ エッキョウ トウ トウシ ヒッコ ヒヨウ トウ

				※EBITDA＝営業利益+のれん償却費+減価償却費 エイギョウ リエキ ショウキャク ヒ ゲンカ ショウキャク ヒ











連結業績概況（下期)

														【集計用】 シュウケイヨウ																【集計用】 シュウケイヨウ

														2020.2期 下期 シモキ										2020.2期 下期						2021.2期 下期 シモキ																		2021.2期 下期		2021.2期 下期

														実績 ジッセキ		戦略費振替 センリャクヒ フリカエ		戦略費振替後PL センリャクヒ フリカエゴ		構成比 コウセイヒ				実績		構成比 コウセイヒ				開示予想 カイジヨソウ		実績 ジッセキ		戦略費振替 センリャクヒ フリカエ		戦略費振替後PL センリャクヒ フリカエゴ		売上比 ウリアゲ ヒ		前期差 ゼンキサ		前期比 ゼンキヒ		開示予想比 カイジ ヨソウ ヒ				開示予想 カイジヨソウ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期差 ゼンキサ		前期比 ゼンキヒ		開示予算比 カイジヨサンヒ		開示予想差 カイジ ヨソウ サ		開示予想比 カイジ ヨソウ ヒ

														（円） エン		（円） エン		（円） エン		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（％）				（円） エン		（円） エン		（円） エン		（円） エン		（％）		（円） エン		（％）		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）

				売上高 ウリアゲダカ										88,220,625,659				88,220,625,659		100.0				88,220		100.0				75,929,128,187		77,807,840,024				77,807,840,024		100.0		-10,412,785,635		88.2		102.5				75,929		77,807		+100.0		▲10,412		88.2		102.5		1,879		102.5

				売上総利益 ウリアゲソウリエキ										45,473,477,808				45,473,477,808		51.5				45,473		51.5						39,676,659,117				39,676,659,117		51.0		-5,796,818,691		87.3		0.0				-		39,676		+51.0		▲5,796		87.3		0.0		-		-

				販管費 ハンカンヒ										45,239,217,003				45,239,217,003		51.3				45,239		51.3						41,050,662,925				41,050,662,925		52.8		-4,188,554,078		90.7		0.0				-		41,050		+52.8		▲4,188		90.7		0.0		-		-

								人件費見合 ジンケンヒ ミア										-		0.0				-		0.0										-		0.0		-		0.0		0.0				-		-		-		-		0.0		0.0		-		-

								戦略費 センリャク ヒ										-		0.0				-		0.0										-		0.0		-		0.0		0.0				-		-		-		-		0.0		0.0		-		-

								店舗賃借料 テンポ チンシャクリョウ								

sh_hasegawa: sh_hasegawa:
賃借料ほぼ店舗なので振替
1,001,761,709																		

sh_hasegawa: sh_hasegawa:
NU
販売手数料に含まれるEC手数料326,000,000
2020.6.19
		-		0.0				-		0.0								

sh_hasegawa: sh_hasegawa:
上野商会賃借料ほぼ店舗なので振替
2,137,954,424　3/30振替		

sh_hasegawa: sh_hasegawa:
NU
販売手数料に含まれるEC手数料924,900,000
上野
																				-		0.0		-		0.0		0.0				-		-		-		-		0.0		0.0		-		-

								その他経費 タ ケイヒ										-		0.0				-		0.0						36,564,326,703				36,564,326,703		47.0		36,564,326,703		0.0		0.0				-		36,564		+47.0		36,564		0.0		0.0		-		-

						販管費（のれん償却費・減価償却費 除） ハンカンヒ ショウキャクヒ ゲンカショウキャクヒ ノゾ								42,437,248,614				42,437,248,614		48.1				42,437		48.1						36,564,326,703				36,564,326,703		47.0		-5,872,921,911		86.2		0.0				-		36,564		+47.0		▲5,872		86.2		0.0		-		-

						のれん償却費 ショウキャクヒ								442,404,476				442,404,476		0.5				442		0.5						795,593,056				795,593,056		1.0		353,188,580		179.8		0.0				-		795		+1.0		353		179.8		0.0		-		-

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ								2,359,563,913				2,359,563,913		2.7				2,359		2.7						3,690,743,166				3,690,743,166		4.7		1,331,179,253		156.4		0.0				-		3,690		+4.7		1,331		156.4		0.0		-		-

				営業利益 エイギョウリエキ										234,260,805				234,260,805		0.3				234		0.3				-7,330,549,189		-1,374,003,808				-1,374,003,808		-1.8		-1,608,264,613		-586.5		18.7				▲7,330		▲1,374		▲1.8		▲1,608		-		18.7		5,957		-

				経常利益 ケイジョウリエキ										1,081,736,395				1,081,736,395		1.2				1,081		1.2				-7,057,231,824		-716,358,591				-716,358,591		-0.9		-1,798,094,986		-66.2		10.2				▲7,057		▲716		▲0.9		▲1,798		-		10.2		6,341		-

				特別利益 トクベツリエキ										4,395,538,725				4,395,538,725		5.0				4,395		5.0						24,440,399,283				24,440,399,283		31.4		20,044,860,558		556.0		0.0				-		24,440		+31.4		20,044		556.0		0.0		-		-

				特別損失 トクベツソンシツ										3,908,246,274				3,908,246,274		4.4				3,908		4.4						4,630,706,821				4,630,706,821		6.0		722,460,547		118.5		0.0				-		4,630		+6.0		722		118.5		0.0		-		-

				税金等調整前四半期純利益 ゼイキントウ チョウセイマエ シハンキ ジュンリエキ										1,569,028,846				1,569,028,846		1.8				1,569		1.8						19,093,333,871				19,093,333,871		24.5		17,524,305,025		1216.9		0.0				-		19,093		+24.5		17,524		1216.9		0.0		-		-

				親会社株主に帰属する四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ										1,128,985,948				1,128,985,948		1.3				1,128		1.3				14,484,134,995		18,295,510,307				18,295,510,307		23.5		17,166,524,359		1620.5		126.3				14,484		18,295		+23.5		17,166		1620.5		126.3		3,811		126.3

				EBITDA ※										3,036,229,194				3,036,229,194		3.4				3,036		3.4						3,112,332,414				3,112,332,414		4.0		76,103,220		102.5		0.0				-		3,112		+4.0		76		102.5		0.0		-		-

				ROE														-		0.0				-		0.0										-		0.0		-		0.0		0.0				-		-		0.0		-		0.0		0.0

				※人件費見合＝人件費+販売手数料+業務委託料 ジンケンヒ ミア ジンケンヒ ハンバイ テスウリョウ ギョウム イタクリョウ

				※戦略費＝広告宣伝費+販売促進費+デジタル・越境EC等の投資+引越費用等 センリャク ヒ コウコク センデンヒ ハンバイ ソクシン ヒ エッキョウ トウ トウシ ヒッコ ヒヨウ トウ

				※EBITDA＝営業利益+のれん償却費+減価償却費 エイギョウ リエキ ショウキャク ヒ ゲンカ ショウキャク ヒ











連結業績概況（4Q単)

														【集計用】 シュウケイヨウ																【集計用】 シュウケイヨウ

														2020.2期 
第4四半期 ダイ シハンキ										2020.2期 
第4四半期						2021.2期 
第4四半期 ダイ シハンキ																		2021.2期 
第4四半期		2021.2期 
第4四半期

														実績 ジッセキ		戦略費振替 センリャクヒ フリカエ		戦略費振替後PL センリャクヒ フリカエゴ		構成比 コウセイヒ				実績		構成比 コウセイヒ				開示予想 カイジヨソウ		実績 ジッセキ		戦略費振替 センリャクヒ フリカエ		戦略費振替後PL センリャクヒ フリカエゴ		売上比 ウリアゲ ヒ		前期差 ゼンキサ		前期比 ゼンキヒ		開示予想比 カイジ ヨソウ ヒ				開示予想 カイジヨソウ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期差 ゼンキサ		前期比 ゼンキヒ		開示予算比 カイジヨサンヒ		開示予想差 カイジ ヨソウ サ		開示予想比 カイジ ヨソウ ヒ

														（円） エン		（円） エン		（円） エン		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（％）				（円） エン		（円） エン		（円） エン		（円） エン		（％）		（円） エン		（％）		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）

				売上高 ウリアゲダカ										44,245,083,498				44,245,083,498		100.0				44,245		+100.0						36,858,910,107				36,858,910,107		100.0		-7,386,173,391		83.3		0.0				-		36,858		+100.0		▲7,386		83.3		0.0		36,859		0.0

				売上総利益 ウリアゲソウリエキ										20,858,149,457				20,858,149,457		47.1				20,858		+47.1						17,105,216,336				17,105,216,336		46.4		-3,752,933,121		82.0		0.0				-		17,105		+46.4		▲3,752		82.0		0.0		-		-

				販管費 ハンカンヒ										22,728,277,753				22,728,277,753		51.4				22,728		+51.4						20,676,681,428				20,676,681,428		56.1		-2,051,596,325		91.0		0.0				-		20,676		+56.1		▲2,051		91.0		0.0		-		-

								人件費見合 ジンケンヒ ミア										-		0.0				-		-										-		0.0		-		0.0		0.0				-		-		-		-		0.0		0.0		-		-

								戦略費 センリャク ヒ										-		0.0				-		-										-		0.0		-		0.0		0.0				-		-		-		-		0.0		0.0		-		-

								店舗賃借料 テンポ チンシャクリョウ								

sh_hasegawa: sh_hasegawa:
賃借料ほぼ店舗なので振替
1,001,761,709																		

sh_hasegawa: sh_hasegawa:
NU
販売手数料に含まれるEC手数料326,000,000
2020.6.19
		-		0.0				-		-								

sh_hasegawa: sh_hasegawa:
上野商会賃借料ほぼ店舗なので振替
2,137,954,424　3/30振替		

sh_hasegawa: sh_hasegawa:
NU
販売手数料に含まれるEC手数料924,900,000
上野
																				-		0.0		-		0.0		0.0				-		-		-		-		0.0		0.0		-		-

								その他経費 タ ケイヒ										-		0.0				-		-						19,450,696,091				19,450,696,091		52.8		19,450,696,091		0.0		0.0				-		19,450		+52.8		19,450		0.0		0.0		-		-

						販管費（のれん償却費・減価償却費 除） ハンカンヒ ショウキャクヒ ゲンカショウキャクヒ ノゾ								21,315,630,160				21,315,630,160		48.2				21,315		+48.2						19,450,696,091				19,450,696,091		52.8		-1,864,934,069		91.3		0.0				-		19,450		+52.8		▲1,864		91.3		0.0		-		-

						のれん償却費 ショウキャクヒ								249,264,303				249,264,303		0.6				249		+0.6						164,050,455				164,050,455		0.4		-85,213,848		65.8		0.0				-		164		+0.4		▲85		65.8		0.0		-		-

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ								1,163,383,290				1,163,383,290		2.6				1,163		+2.6						1,061,934,882				1,061,934,882		2.9		-101,448,408		91.3		0.0				-		1,061		+2.9		▲101		91.3		0.0		-		-

				営業利益 エイギョウリエキ										-1,870,128,296				-1,870,128,296		-4.2				▲1,870		▲4.2						-3,571,465,092				-3,571,465,092		-9.7		-1,701,336,796		191.0		0.0				-		▲3,571		▲9.7		▲1,701		-		0.0		▲3,571		-

				経常利益 ケイジョウリエキ										-1,461,392,343				-1,461,392,343		-3.3				▲1,461		▲3.3						-3,346,581,332				-3,346,581,332		-9.1		-1,885,188,989		229.0		0.0				-		▲3,346		▲9.1		▲1,885		-		0.0		▲3,347		-

				特別利益 トクベツリエキ										3,180,629,444				3,180,629,444		7.2				3,180		+7.2						22,373,908,694				22,373,908,694		60.7		19,193,279,250		703.4		0.0				-		22,373		+60.7		19,193		703.4		0.0		-		-

				特別損失 トクベツソンシツ										4,135,972,677				4,135,972,677		9.3				4,135		+9.3						3,738,623,706				3,738,623,706		10.1		-397,348,971		90.4		0.0				-		3,738		+10.1		▲397		90.4		0.0		-		-

				税金等調整前四半期純利益 ゼイキントウ チョウセイマエ シハンキ ジュンリエキ										-2,416,735,576				-2,416,735,576		-5.5				▲2,416		▲5.5						15,288,703,656				15,288,703,656		41.5		17,705,439,232		-632.6		0.0				-		15,288		+41.5		17,705		-		0.0		-		-

				親会社株主に帰属する四半期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク シハンキ ジュンリエキ										-2,639,509,848				-2,639,509,848		-6.0				▲2,639		▲6.0						14,987,537,972				14,987,537,972		40.7		17,627,047,820		-567.8		0.0				-		14,987		+40.7		17,627		-		0.0		14,988		0.0

				EBITDA ※										-457,480,703				-457,480,703		-1.0				▲457		▲1.0						-2,345,479,755				-2,345,479,755		-6.4		-1,887,999,052		512.7		0.0				-		▲2,345		▲6.4		▲1,887		512.7		0.0		-		-

				ROE														-		0.0				-		0.0										-		0.0		-		0.0		0.0				-		-		0.0		-		0.0		0.0

				※人件費見合＝人件費+販売手数料+業務委託料 ジンケンヒ ミア ジンケンヒ ハンバイ テスウリョウ ギョウム イタクリョウ

				※戦略費＝広告宣伝費+販売促進費+デジタル・越境EC等の投資+引越費用等 センリャク ヒ コウコク センデンヒ ハンバイ ソクシン ヒ エッキョウ トウ トウシ ヒッコ ヒヨウ トウ

				※EBITDA＝営業利益+のれん償却費+減価償却費 エイギョウ リエキ ショウキャク ヒ ゲンカ ショウキャク ヒ











連結BS（通期）



								2020.2期 
通期累計 ツウキ				2021.2期 
第3四半期累計				2021.2期 
通期累計 ツウキ

								実績		構成比 コウセイヒ		実績		構成比 コウセイヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期差 ゼンキ サ		前期比 ゼンキ ヒ		前回差 ゼンカイ サ		前回比 ゼンカイ ヒ

								（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）

				流動資産 リュウドウ シサン				70,481		44.0%		70,678		45.8%		82,714		53.0%		12,234		117.4%		12,036		117.0%

						うち現金及び預金 ゲンキン オヨ ヨキン		30,943		19.3%		28,131		18.2%		49,871		32.0%		18,928		161.2%		21,740		177.3%

						うち棚卸資産 タナオロシ シサン		21,679		13.5%		23,823		15.4%		18,400		11.8%		▲3,280		84.9%		▲5,424		77.2%

				固定資産 コテイ シサン				89,848		56.0%		83,745		54.2%		73,373		47.0%		▲16,475		81.7%		▲10,371		87.6%

						うち投資有価証券 トウシ ユウカ ショウケン		26,121		16.3%		26,375		17.1%		28,873		18.5%		2,752		110.5%		2,498		109.5%

						うち投資不動産 トウシ フドウサン		16,642		10.4%		16,430		10.6%		4,980		3.2%		▲11,662		29.9%		▲11,450		30.3%

				流動負債 リュウドウ フサイ				34,629		21.6%		48,723		31.6%		35,970		23.0%		1,341		103.9%		▲12,753		73.8%

						うち短期借入金 タンキ カリイレ キン		92		0.1%		14,817		9.6%		152		0.1%		60		164.8%		▲14,665		1.0%

						うち1年内返済予定の長期借入金		8,894		5.5%		8,915		5.8%		8,915		5.7%		21		100.2%		0		100.0%

				固定負債 コテイ フサイ				30,248		18.9%		25,296		16.4%		22,688		14.5%		▲7,560		75.0%		▲2,608		89.7%

						うち長期借入金 チョウキ カリイレ キン		24,562		15.3%		18,604		12.0%		16,082		10.3%		▲8,480		65.5%		▲2,522		86.4%

				純資産 ジュンシサン				95,452		59.5%		80,404		52.1%		97,430		62.4%		1,979		102.1%		17,026		121.2%

						うち自己株式(▲) ジコ カブシキ		▲9,857		-6.1%		▲3,776		-2.4%		▲3,748		-2.4%		6,109		38.0%		28		99.3%

				総資産合計 ソウシサン ゴウケイ				160,329		100.0%		154,423		100.0%		156,088		100.0%		▲4,241		97.4%		1,665		101.1%























Br別売上高（通期）

														【集計用】 シュウケイヨウ																														【集計用】 シュウケイヨウ

														2020.2期
通期累計 キ ツウキ ルイケイ				【前期実績】 ゼンキジッセキ												2020.2期
通期累計														2021.2期 
通期累計 ツウキ ルイケイ				事別PL・横並PL実績 コト ベツ ヨコナラ ジッセキ												2021.2期 
通期累計												前期比 ゼンキヒ		前期比 ゼンキヒ

														実績 ジッセキ		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		売上高 ウリアゲダカ		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				営業利益 エイギョウ リエキ						売上高 ウリアゲダカ		構成比 コウセイヒ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウリエキリツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				売上高 ウリアゲダカ		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		売上高 ウリアゲダカ		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウリエキリツ		営業利益 エイギョウ リエキ

sh_hasegawa: 会社内本部費配布後
HD本部費は含まない		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				売上高 ウリアゲダカ		構成比 コウセイヒ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウリエキリツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		売上高 ウリアゲダカ		売上高 ウリアゲダカ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲソウリエキリツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

														（円） エン		（％）		（円） エン		（円） エン		（％）		（円） エン		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）				（円） エン		（％）		（円） エン		（円） エン		（％）		（円） エン		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（pt）		（百万円） ヒャクマンエン		（pt）

						1.				nano・universe				27,185,702,719		16.0		27,331,839,713		11,937,441,078		43.7		-754,115,604		-2.8				27,185		16.0		11,937		43.7		▲754		-2.8				19,879,474,438		14.8		19,879,474,438		8,645,562,744		43.5		-2,065,232,126		-10.4				19,879		14.8		8,645		43.5		▲2,065		-10.4		▲7,306		73.1		▲3,292		▲0.2pt		▲1,311		▲7.6pt

						2.				PEARLY GATES ※1				12,805,173,202		7.5		12,714,511,000		6,388,457,000		50.2		954,697,000		7.5				12,805		7.5		6,388		50.2		954		7.5				12,502,442,003		9.3		12,429,848,000		6,510,543,000		52.4		1,245,177,000		10.0				12,502		9.3		6,510		52.4		1,245		10.0		▲303		97.6		+122		+2.1pt		+291		+2.5pt

						3.				NATURAL BEAUTY BASIC				15,191,405,735		8.9		15,152,022,000		8,705,095,000		57.5		1,619,235,000		10.7				15,191		8.9		8,705		57.5		1,619		10.7				10,677,589,939		8.0		10,648,431,000		5,246,898,000		49.3		-2,169,835,000		-20.4				10,677		8.0		5,246		49.3		▲2,169		-20.4		▲4,514		70.3		▲3,458		▲8.2pt		▲3,788		▲31.1pt

						4.				MARGARET HOWELL				14,034,695,758		8.3		14,039,846,066		8,139,700,804		58.0		1,334,978,412		9.5				14,034		8.3		8,139		58.0		1,334		9.5				8,675,579,530		6.5		9,703,425,418		4,993,683,573		51.5		-2,107,237,805		-21.7				8,675		6.5		4,993		51.5		▲2,107		-21.7		▲5,359		61.8		▲3,146		▲6.5pt		▲3,441		▲31.2pt

						5.				AVIREX				8,495,140,677		5.0		8,495,140,677		5,154,851,492		60.7		313,119,230		3.7				8,495		5.0		5,154		60.7		313		3.7				5,893,482,091		4.4		5,893,482,091		3,535,456,755		60.0		-297,180,028

sh_hasegawa: 海外は横並びPL
国内はレビューからプロパーとOLのOP		

sh_hasegawa: 会社内本部費配布後
HD本部費は含まない		-5.0				5,893		4.4		3,535		60.0		▲297		-5.0		▲2,602		69.4		▲1,619		▲0.7pt		▲610		▲8.7pt

						6.				STUSSY				5,263,258,994		3.1		5,263,258,994		3,698,640,357		70.3		1,564,121,000		29.7				5,263		3.1		3,698		70.3		1,564		29.7				4,756,617,600		3.5		4,781,070,844		2,984,405,512		62.4		882,004,502		18.4				4,756		3.5		2,984		62.4		882		18.4		▲507		90.4		▲714		▲7.9pt		▲682		▲11.3pt

						7.				UNDEFEATED				4,791,665,195		2.8		4,793,328,284		2,077,256,198		43.3		144,009,015		3.0				4,791		2.8		2,077		43.3		144		3.0				4,432,784,523		3.3		3,359,526,000		1,258,507,000		37.5		-17,522,661		-0.5				4,432		3.3		1,258		37.5		▲17		-0.5		▲359		92.5		▲819		▲5.8pt		▲161		▲3.5pt				←注意 チュウイ

						8.				HUF				4,678,334,467		2.8		4,873,013,253		2,241,442,724		46.0		-551,406,895		-11.3				4,678		2.8		2,241		46.0		▲551		-11.3				4,180,448,026		3.1		4,359,401,418		2,009,103,514		46.1		-560,922,913		-12.9				4,180		3.1		2,009		46.1		▲560		-12.9		▲498		89.4		▲232		+0.1pt		▲9		▲1.6pt

						9.				ROSE BUD				5,949,706,515		3.5		5,949,906,520		2,888,247,838		48.5		-322,904,427		-5.4				5,949		3.5		2,888		48.5		▲322		-5.4				3,804,877,005		2.8		3,805,106,246		1,566,482,343		41.2		-1,047,503,517		-27.5				3,804		2.8		1,566		41.2		▲1,047		-27.5		▲2,145		64.0		▲1,322		▲7.3pt		▲725		▲22.1pt				←注意 チュウイ

						10.				PROPORTION BODY DRESSING				3,967,593,297		2.3		3,967,593,000		2,205,275,000		55.6		-299,619,000		-7.6				3,967		2.3		2,205		55.6		▲299		-7.6				3,269,275,344		2.4		3,269,275,000		1,827,175,000		55.9		-254,413,000		-7.8				3,269		2.4		1,827		55.9		▲254		-7.8		▲698		82.4		▲378		+0.3pt		+45		▲0.2pt

				TOP10 計 ケイ										102,362,676,559		60.2		102,580,459,507		53,436,407,491		52.1		4,002,113,731		3.9				102,362		60.2		53,436		52.1		4,002		3.9				78,072,570,499		58.2		78,129,040,455		38,577,817,441		49.4		-6,392,665,548		-8.2				78,072		58.2		38,577		49.4		▲6,392		-8.2		▲24,290		76.3		▲14,859		▲2.7pt		▲10,394		▲12.1pt

				その他 計 タ ケイ										65,517,352,931		38.5		65,299,569,983		35,070,675,362		53.7		-3,488,250,635		-5.3				65,517		38.5		35,070		53.7		▲3,488		-5.3				55,448,751,700		41.4		55,392,281,744		25,183,476,132		45.5		-5,246,686,071		-9.5				55,448		41.4		25,183		45.5		▲5,246		-9.5		▲10,069		84.6		▲9,887		▲8.2pt		▲1,758		▲4.1pt

				継続ブランド 計 ケイゾク ケイ										167,880,029,490		98.7		167,880,029,490		88,507,082,853		52.7		513,863,096		0.3				167,880		98.7		88,507		52.7		513		0.3				133,521,322,199		99.6		133,521,322,199		63,761,293,573		47.8		-11,639,351,619		-8.7				133,521		99.6		63,761		47.8		▲11,639		-8.7		▲34,359		79.5		▲24,746		▲5.0pt		▲12,152		▲9.0pt				←注意 チュウイ

				廃止ブランド 等 ハイシ ナド										2,188,074,821		1.3		2,188,074,821		875,193,000		40.0		-443,691,000		-20.3				2,188		1.3		875		40.0		▲443		-20.3				557,389,638		0.4		557,389,638		84,923,915		15.2		-204,103,000		-36.6				557		0.4		84		15.2		▲204		-36.6		▲1,631		25.5		▲790		▲24.8pt		+239		▲16.3pt

				合計 ゴウケイ										170,068,104,311		100.0		170,068,104,311		89,382,275,853		52.6		70,172,096		0.0				170,068		100.0		89,382		52.6		70		0.0				134,078,711,837		100.0		134,078,711,837		63,846,217,488		47.6		-11,843,454,619		-8.8				134,078		100.0		63,846		47.6		▲11,843		-8.8		▲35,990		78.8		▲25,536		▲5.0pt		▲11,913		▲8.9pt				←注意 チュウイ

				※1 本年売上に一部売上高の計上漏れがございましたので、今回訂正しております。 ホンネン ウリアゲ イチブ ウリアゲ ダカ ケイジョウ モ コンカイ テイセイ



				廃止Br：22OCT、AB、AGS、HS(SI)、One、ZB、NB、HRC ハイシ











連結業績計画（）

								上半期 カミハンキ								下半期 シモハンキ								通期 ツウキ								上半期						下半期								通期

								20XX.2期 実績 キ ジッセキ		20XX.2期 計画 キ ケイカク		前期比 ゼンキヒ				20XX.2期 実績		20XX.2期 計画		前期比 ゼンキヒ				20XX.2期 実績		20XX.2期 計画		前期比 ゼンキヒ				20XX.2期 実績		20XX.2期 計画		前期比 ゼンキヒ		20XX.2期 実績		20XX.2期 計画		前期比 ゼンキヒ				20XX.2期 実績		20XX.2期 計画		前期比 ゼンキヒ

				連結業績計画 レンケツギョウセキ ケイカク				（百万円） ヒャクマンエン		（百万円） ヒャクマンエン		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（百万円） ヒャクマンエン		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（百万円） ヒャクマンエン		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（百万円） ヒャクマンエン		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（百万円） ヒャクマンエン		（％）

				売上高 ウリアゲダカ								0.0								0.0								0.0				-		-		0.0		-		-		0.0				-		-		0.0

				営業利益 エイギョウリエキ								0.0								0.0								0.0				-		-		0.0		-		-		0.0				-		-		0.0

				経常利益 ケイジョウリエキ								0.0								0.0								0.0				-		-		0.0		-		-		0.0				-		-		0.0

				親会社株主に帰属する
当期純利益 オヤガイシャカブヌシ キゾク トウキジュンリエキ								0.0								0.0								0.0				-		-		0.0		-		-		0.0				-		-		0.0











Br別売上高（通期）参考

														【集計用】 シュウケイヨウ																														【集計用】 シュウケイヨウ

														2020.2期
通期累計 キ ツウキ ルイケイ				【前期実績】 ゼンキジッセキ												2020.2期
通期累計														2021.2期 
通期累計 ツウキ ルイケイ				事別PL・横並PL実績 コト ベツ ヨコナラ ジッセキ												2021.2期 
通期累計												前期比 ゼンキヒ		前期比 ゼンキヒ

														実績 ジッセキ		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		売上高 ウリアゲダカ		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				営業利益 エイギョウ リエキ						売上高 ウリアゲダカ		構成比 コウセイヒ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウリエキリツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				売上高 ウリアゲダカ		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		売上高 ウリアゲダカ		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウリエキリツ		営業利益 エイギョウ リエキ

sh_hasegawa: 会社内本部費配布後
HD本部費は含まない		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				売上高 ウリアゲダカ		構成比 コウセイヒ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウリエキリツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		売上高 ウリアゲダカ		売上高 ウリアゲダカ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲソウリエキリツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

														（円） エン		（％）		（円） エン		（円） エン		（％）		（円） エン		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）				（円） エン		（％）		（円） エン		（円） エン		（％）		（円） エン		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（pt）		（百万円） ヒャクマンエン		（pt）

						1.				nano・universe				27,185,702,719		16.0		27,331,839,713		11,937,441,078		43.7		-754,115,604		-2.8				27,185		16.0		11,937		43.7		▲754		-2.8				19,879,474,438		14.8		19,879,474,438		8,645,562,744		43.5		-2,065,232,126		-10.4				19,879		14.8		8,645		43.5		▲2,065		-10.4		▲7,306		73.1		▲3,292		▲0.2pt		▲1,311		▲7.6pt

						2.				NATURAL BEAUTY BASIC				15,191,405,735		8.9		15,152,022,000		8,705,095,000		57.5		1,619,235,000		10.7				15,191		8.9		8,705		57.5		1,619		10.7				10,677,589,939		8.0		10,648,431,000		5,246,898,000		49.3		-2,169,835,000		-20.4				10,677		8.0		5,246		49.3		▲2,169		-20.4		▲4,514		70.3		▲3,458		▲8.2pt		▲3,788		▲31.1pt

						3.				PEARLY GATES				12,805,173,202		7.5		12,714,511,000		6,388,457,000		50.2		954,697,000		7.5				12,805		7.5		6,388		50.2		954		7.5				12,502,442,003		9.3		12,429,848,000		6,510,543,000		52.4		1,245,177,000		10.0				12,502		9.3		6,510		52.4		1,245		10.0		▲303		97.6		+122		+2.1pt		+291		+2.5pt

						4.				MARGARET HOWELL				14,034,695,758		8.3		14,039,846,066		8,139,700,804		58.0		1,334,978,412		9.5				14,034		8.3		8,139		58.0		1,334		9.5				8,675,579,530		6.5		9,703,425,418		4,993,683,573		51.5		-2,107,237,805		-21.7				8,675		6.5		4,993		51.5		▲2,107		-21.7		▲5,359		61.8		▲3,146		▲6.5pt		▲3,441		▲31.2pt

						5.				AVIREX				8,495,140,677		5.0		8,495,140,677		5,154,851,492		60.7		313,119,230		3.7				8,495		5.0		5,154		60.7		313		3.7				5,893,482,091		4.4		5,893,482,091		3,535,456,755		60.0		-297,180,028

sh_hasegawa: 海外は横並びPL
国内はレビューからプロパーとOLのOP		

sh_hasegawa: 会社内本部費配布後
HD本部費は含まない		-5.0				5,893		4.4		3,535		60.0		▲297		-5.0		▲2,602		69.4		▲1,619		▲0.7pt		▲610		▲8.7pt

						6.				STUSSY				5,263,258,994		3.1		5,263,258,994		3,698,640,357		70.3		1,564,121,000		29.7				5,263		3.1		3,698		70.3		1,564		29.7				4,756,617,600		3.5		4,781,070,844		2,984,405,512		62.4		882,004,502		18.4				4,756		3.5		2,984		62.4		882		18.4		▲507		90.4		▲714		▲7.9pt		▲682		▲11.3pt

						7.				UNDEFEATED				4,791,665,195		2.8		4,793,328,284		2,077,256,198		43.3		144,009,015		3.0				4,791		2.8		2,077		43.3		144		3.0				4,432,784,523		3.3		3,359,526,000		1,258,507,000		37.5		-17,522,661		-0.5				4,432		3.3		1,258		37.5		▲17		-0.5		▲359		92.5		▲819		▲5.8pt		▲161		▲3.5pt				←注意 チュウイ

						8.				HUF				4,678,334,467		2.8		4,873,013,253		2,241,442,724		46.0		-551,406,895		-11.3				4,678		2.8		2,241		46.0		▲551		-11.3				4,180,448,026		3.1		4,359,401,418		2,009,103,514		46.1		-560,922,913		-12.9				4,180		3.1		2,009		46.1		▲560		-12.9		▲498		89.4		▲232		+0.1pt		▲9		▲1.6pt

						9.				ROSE BUD				5,949,706,515		3.5		5,949,906,520		2,888,247,838		48.5		-322,904,427		-5.4				5,949		3.5		2,888		48.5		▲322		-5.4				3,804,877,005		2.8		3,805,106,246		1,566,482,343		41.2		-1,047,503,517		-27.5				3,804		2.8		1,566		41.2		▲1,047		-27.5		▲2,145		64.0		▲1,322		▲7.3pt		▲725		▲22.1pt				←注意 チュウイ

						10.				PROPORTION BODY DRESSING				3,967,593,297		2.3		3,967,593,000		2,205,275,000		55.6		-299,619,000		-7.6				3,967		2.3		2,205		55.6		▲299		-7.6				3,269,275,344		2.4		3,269,275,000		1,827,175,000		55.9		-254,413,000		-7.8				3,269		2.4		1,827		55.9		▲254		-7.8		▲698		82.4		▲378		+0.3pt		+45		▲0.2pt

				TOP10 計 ケイ										102,362,676,559		60.2		102,580,459,507		53,436,407,491		52.1		4,002,113,731		3.9				102,362		60.2		53,436		52.1		4,002		3.9				78,072,570,499		58.2		78,129,040,455		38,577,817,441		49.4		-6,392,665,548		-8.2				78,072		58.2		38,577		49.4		▲6,392		-8.2		▲24,290		76.3		▲14,859		▲2.7pt		▲10,394		▲12.1pt

				その他 計 タ ケイ										60,153,945,319		35.4		59,767,957,260		32,068,204,372		53.7		-3,488,250,635		-5.8				60,153		35.4		32,068		53.7		▲3,488		-5.8				51,866,328,728		38.7		51,806,386,741		23,656,900,505		45.7		-5,246,686,071		-10.1				51,866		38.7		23,656		45.7		▲5,246		-10.1		▲8,287		86.2		▲8,411		▲8.0pt		▲1,758		▲4.3pt

				継続ブランド 計 ケイゾク ケイ										162,516,621,878		95.6		162,348,416,767		85,504,611,863		52.7		513,863,096		0.3				162,516		95.6		85,504		52.7		513		0.3				129,938,899,227		96.9		129,935,427,196		62,234,717,946		47.9		-11,639,351,619		-9.0				129,938		96.9		62,234		47.9		▲11,639		-9.0		▲32,578		80.0		▲23,270		▲5.0pt		▲12,152		▲9.3pt				←注意 チュウイ

				廃止ブランド 等 ハイシ ナド										7,551,482,433		4.4		7,719,687,544		3,877,663,990		50.2		-443,691,000		-5.7				7,551		4.4		3,877		50.2		▲443		-5.7				4,139,812,610		3.1		4,143,284,641		1,611,499,542		38.9		-204,103,000		-4.9				4,139		3.1		1,611		38.9		▲204		-4.9		▲3,412		54.8		▲2,266		▲11.3pt		+239		+0.8pt

				合計 ゴウケイ										170,068,104,311		100.0		170,068,104,311		89,382,275,853		52.6		70,172,096		0.0				170,068		100.0		89,382		52.6		70		0.0				134,078,711,837		100.0		134,078,711,837		63,846,217,488		47.6		-11,843,454,619		-8.8				134,078		100.0		63,846		47.6		▲11,843		-8.8		▲35,990		78.8		▲25,536		▲5.0pt		▲11,913		▲8.9pt				←注意 チュウイ



				廃止Br：22OCT、AB、AGS、HS(SI)、One、ZB、NB、HRC ハイシ

										廃止にSPIC、DUN、UGを含んだ場合 ハイシ フク バアイ









Br別売上高（下期）

														【集計用】 シュウケイヨウ																														【集計用】 シュウケイヨウ

														2020.2期 下期 キ シモキ				【前期実績】 ゼンキジッセキ												2020.2期 下期														2021.2期 下期 シモキ				事別PL・横並PL実績 コト ベツ ヨコナラ ジッセキ												2021.2期 下期												前期比 ゼンキヒ		前期比 ゼンキヒ

														実績 ジッセキ		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		売上高 ウリアゲダカ		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				営業利益 エイギョウ リエキ						売上高 ウリアゲダカ		構成比 コウセイヒ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウリエキリツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				売上高 ウリアゲダカ		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		売上高 ウリアゲダカ		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウリエキリツ		営業利益 エイギョウ リエキ

sh_hasegawa: 会社内本部費配布後
HD本部費は含まない		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				売上高 ウリアゲダカ		構成比 コウセイヒ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウリエキリツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		売上高 ウリアゲダカ		売上高 ウリアゲダカ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲソウリエキリツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

														（円） エン		（％）		（円） エン		（円） エン		（％）		（円） エン		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）				（円） エン		（％）		（円） エン		（円） エン		（％）		（円） エン		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（pt）		（百万円） ヒャクマンエン		（pt）

						1.				nano・universe				15,055,627,226		17.1		15,201,764,220		6,468,821,541		42.6				0.0				15,055		17.1		6,468		42.6		-		0.0				11,874,703,374		15.3		11,874,703,374		5,756,455,740		48.5				0.0				11,874		15.3		5,756		48.5		-		0.0		▲3,181		78.9		▲712		+5.9pt		-		-

						2.				PEARLY GATES ※1				6,535,110,779		7.4		6,502,806,000		3,231,485,000		49.7				0.0				6,535		7.4		3,231		49.7		-		0.0				7,187,194,490		9.2		7,149,993,000		4,016,948,000		56.2				0.0				7,187		9.2		4,016		56.2		-		0.0		+652		110.0		+785		+6.5pt		-		-

						3.				NATURAL BEAUTY BASIC				7,301,475,229		8.3		7,283,659,252		4,062,900,759		55.8				0.0				7,301		8.3		4,062		55.8		-		0.0				5,610,998,898		7.2		5,606,635,000		3,072,227,000		54.8				0.0				5,610		7.2		3,072		54.8		-		0.0		▲1,691		76.8		▲991		▲1.0pt		-		-

						4.				MARGARET HOWELL				7,146,812,473		8.1		7,120,765,408		4,164,471,228		58.5				0.0				7,146		8.1		4,164		58.5		-		0.0				5,165,952,322		6.6		6,188,243,512		3,469,149,745		56.1				0.0				5,165		6.6		3,469		56.1		-		0.0		▲1,981		72.3		▲695		▲2.4pt		-		-

						5.				AVIREX				4,730,846,852		5.4		4,730,846,852		2,844,322,640		60.1				0.0				4,730		5.4		2,844		60.1		-		0.0				3,533,712,688		4.5		3,533,712,688		2,226,985,360		63.0		

sh_hasegawa: 海外は横並びPL
国内はレビューからプロパーとOLのOP		

sh_hasegawa: 会社内本部費配布後
HD本部費は含まない		0.0				3,533		4.5		2,226		63.0		-		0.0		▲1,197		74.7		▲617		+2.9pt		-		-

						6.				STUSSY				2,742,904,044		3.1		2,742,904,044		1,916,094,692		69.9				0.0				2,742		3.1		1,916		69.9		-		0.0				2,706,753,454		3.5		2,713,976,682		1,684,799,909		62.1				0.0				2,706		3.5		1,684		62.1		-		0.0		▲36		98.7		▲231		▲7.8pt		-		-

						7.				UNDEFEATED				2,486,160,975		2.8		2,486,188,574		1,047,559,396		42.1				0.0				2,486		2.8		1,047		42.1		-		0.0				2,545,698,177		3.3		2,061,870,000		732,148,000		35.5				0.0				2,545		3.3		732		35.5		-		0.0		+59		102.4		▲315		▲6.6pt		-		-

						8.				HUF				2,655,537,867		3.0		2,850,216,653		1,201,884,382		42.2				0.0				2,655		3.0		1,201		42.2		-		0.0				2,402,318,881		3.1		2,461,309,053		1,144,430,871		46.5				0.0				2,402		3.1		1,144		46.5		-		0.0		▲253		90.5		▲57		+4.3pt		-		-

						9.				ROSE BUD				2,841,569,073		3.2		2,841,340,464		1,349,719,615		47.5				0.0				2,841		3.2		1,349		47.5		-		0.0				1,965,051,324		2.5		1,965,051,324		932,417,828		47.5				0.0				1,965		2.5		932		47.5		-		0.0		▲876		69.2		▲417		-		-		-				←注意 チュウイ

						10.				PROPORTION BODY DRESSING				2,203,939,771		2.5		2,203,939,000		1,266,410,000		57.5				0.0				2,203		2.5		1,266		57.5		-		0.0				1,816,132,523		2.3		1,816,132,000		1,076,863,000		59.3				0.0				1,816		2.3		1,076		59.3		-		0.0		▲387		82.4		▲190		+1.8pt		-		-

				TOP10 計 ケイ										53,699,984,289		60.9		53,964,430,467		27,553,669,253		51.1		-		0.0				53,699		60.9		27,553		51.1		-		0.0				44,808,516,132		57.6		45,371,626,633		24,112,425,453		53.1		-		0.0				44,808		57.6		24,112		53.1		-		0.0		▲8,891		83.4		▲3,441		+2.1pt		-		-				←注意 チュウイ

				その他 計 タ ケイ										33,595,517,409		38.1		33,225,884,231		17,480,497,081		52.6		-		0.0				33,595		38.1		17,480		52.6		-		0.0				32,848,588,667		42.2		32,285,478,166		15,563,119,749		48.2		-		0.0				32,848		42.2		15,563		48.2		-		0.0		▲747		97.8		▲1,917		▲4.4pt		-		-

				継続ブランド 計 ケイゾク ケイ										87,295,501,698		99.0		87,190,314,698		45,034,166,334		51.7		-		0.0				87,295		99.0		45,034		51.7		-		0.0				77,657,104,799		99.8		77,657,104,799		39,675,545,202		51.1		-		0.0				77,657		99.8		39,675		51.1		-		0.0		▲9,638		89.0		▲5,359		▲0.6pt		-		-

				廃止ブランド 等 ハイシ ナド										925,123,961		1.0		1,030,310,961		439,311,474		42.6				0.0				925		1.0		439		42.6		-		0.0				150,735,225		0.2		150,735,225		1,113,915		0.7				0.0				150		0.2		1		0.7		-		0.0		▲775		16.3		▲438		▲41.9pt		-		-

				合計 ゴウケイ										88,220,625,659		100.0		88,220,625,659		45,473,477,808		51.5				0.0				88,220		100.0		45,473		51.5		-		0.0				77,807,840,024		100.0		77,807,840,024		39,676,659,117		51.0				0.0				77,807		100.0		39,676		51.0		-		0.0		▲10,413		88.2		▲5,797		▲0.5pt		-		-				←注意 チュウイ

				※1 本年売上に一部売上高の計上漏れがございましたので、今回訂正しております。 ホンネン ウリアゲ イチブ ウリアゲ ダカ ケイジョウ モ コンカイ テイセイ



				廃止Br：22OCT、AB、AGS、HS(SI)、One、ZB、NB、HRC ハイシ











Br別売上高（下期）参考

														【集計用】 シュウケイヨウ																														【集計用】 シュウケイヨウ

														2020.2期 下期 キ シモキ				【前期実績】 ゼンキジッセキ												2020.2期 下期														2021.2期 下期 シモキ				事別PL・横並PL実績 コト ベツ ヨコナラ ジッセキ												2021.2期 下期												前期比 ゼンキヒ		前期比 ゼンキヒ

														実績 ジッセキ		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		売上高 ウリアゲダカ		売上総利益 ウリアゲソウリエキ				営業利益 エイギョウ リエキ						売上高 ウリアゲダカ		構成比 コウセイヒ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウリエキリツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				売上高 ウリアゲダカ		売上構成比 ウリアゲ コウセイヒ		売上高 ウリアゲダカ		売上総利益 ウリアゲソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウリエキリツ		営業利益 エイギョウ リエキ

sh_hasegawa: 会社内本部費配布後
HD本部費は含まない		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ				売上高 ウリアゲダカ		構成比 コウセイヒ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲ ソウリエキリツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ		売上高 ウリアゲダカ		売上高 ウリアゲダカ		売上総利益 ウリアゲ ソウリエキ		売上総利益率 ウリアゲソウリエキリツ		営業利益 エイギョウ リエキ		営業利益率 エイギョウ リエキ リツ

														（円） エン		（％）		（円） エン		（円） エン		（％）		（円） エン		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）				（円） エン		（％）		（円） エン		（円） エン		（％）		（円） エン		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（pt）		（百万円） ヒャクマンエン		（pt）

						1.				nano・universe				15,055,627,226		17.1		15,201,764,220		6,468,821,541		42.6				0.0				15,055		17.1		6,468		42.6		-		0.0				11,874,703,374		15.3		11,874,703,374		5,756,455,740		48.5				0.0				11,874		15.3		5,756		48.5		-		0.0		▲3,181		78.9		▲712		+5.9pt		-		-

						2.				NATURAL BEAUTY BASIC				7,301,475,229		8.3		7,283,659,252		4,062,900,759		55.8				0.0				7,301		8.3		4,062		55.8		-		0.0				5,610,998,898		7.2		5,606,635,000		3,072,227,000		54.8				0.0				5,610		7.2		3,072		54.8		-		0.0		▲1,691		76.8		▲991		▲1.0pt		-		-

						3.				PEARLY GATES				6,535,110,779		7.4		6,502,806,000		3,231,485,000		49.7				0.0				6,535		7.4		3,231		49.7		-		0.0				7,187,194,490		9.2		7,149,993,000		4,016,948,000		56.2				0.0				7,187		9.2		4,016		56.2		-		0.0		+652		110.0		+785		+6.5pt		-		-

						4.				MARGARET HOWELL				7,146,812,473		8.1		7,120,765,408		4,164,471,228		58.5				0.0				7,146		8.1		4,164		58.5		-		0.0				5,165,952,322		6.6		6,188,243,512		3,469,149,745		56.1				0.0				5,165		6.6		3,469		56.1		-		0.0		▲1,981		72.3		▲695		▲2.4pt		-		-

						5.				AVIREX				4,730,846,852		5.4		4,730,846,852		2,844,322,640		60.1				0.0				4,730		5.4		2,844		60.1		-		0.0				3,533,712,688		4.5		3,533,712,688		2,226,985,360		63.0		

sh_hasegawa: 海外は横並びPL
国内はレビューからプロパーとOLのOP		

sh_hasegawa: 会社内本部費配布後
HD本部費は含まない		0.0				3,533		4.5		2,226		63.0		-		0.0		▲1,197		74.7		▲617		+2.9pt		-		-

						6.				STUSSY				2,742,904,044		3.1		2,742,904,044		1,916,094,692		69.9				0.0				2,742		3.1		1,916		69.9		-		0.0				2,706,753,454		3.5		2,713,976,682		1,684,799,909		62.1				0.0				2,706		3.5		1,684		62.1		-		0.0		▲36		98.7		▲231		▲7.8pt		-		-

						7.				UNDEFEATED				2,486,160,975		2.8		2,486,188,574		1,047,559,396		42.1				0.0				2,486		2.8		1,047		42.1		-		0.0				2,545,698,177		3.3		2,061,870,000		732,148,000		35.5				0.0				2,545		3.3		732		35.5		-		0.0		+59		102.4		▲315		▲6.6pt		-		-

						8.				HUF				2,655,537,867		3.0		2,850,216,653		1,201,884,382		42.2				0.0				2,655		3.0		1,201		42.2		-		0.0				2,402,318,881		3.1		2,461,309,053		1,144,430,871		46.5				0.0				2,402		3.1		1,144		46.5		-		0.0		▲253		90.5		▲57		+4.3pt		-		-

						9.				ROSE BUD				2,841,569,073		3.2		2,841,340,464		1,349,719,615		47.5				0.0				2,841		3.2		1,349		47.5		-		0.0				1,965,051,324		2.5		1,965,051,324		932,417,828		47.5				0.0				1,965		2.5		932		47.5		-		0.0		▲876		69.2		▲417		-		-		-				←注意 チュウイ

						10.				PROPORTION BODY DRESSING				2,203,939,771		2.5		2,203,939,000		1,266,410,000		57.5				0.0				2,203		2.5		1,266		57.5		-		0.0				1,816,132,523		2.3		1,816,132,000		1,076,863,000		59.3				0.0				1,816		2.3		1,076		59.3		-		0.0		▲387		82.4		▲190		+1.8pt		-		-

				TOP10 計 ケイ										53,699,984,289		60.9		53,964,430,467		27,553,669,253		51.1		-		0.0				53,699		60.9		27,553		51.1		-		0.0				44,808,516,132		57.6		45,371,626,633		24,112,425,453		53.1		-		0.0				44,808		57.6		24,112		53.1		-		0.0		▲8,891		83.4		▲3,441		+2.1pt		-		-				←注意 チュウイ

				その他 計 タ ケイ										30,568,322,780		34.6		30,303,876,602		15,949,767,094		52.6		-		0.0				30,568		34.6		15,949		52.6		-		0.0				30,756,628,540		39.5		30,193,518,039		14,634,593,804		48.5		-		0.0				30,756		39.5		14,634		48.5		-		0.0		+188		100.6		▲1,315		▲4.2pt		-		-

				継続ブランド 計 ケイゾク ケイ										84,268,307,069		95.5		84,268,307,069		43,503,436,347		51.6		-		0.0				84,268		95.5		43,503		51.6		-		0.0				75,565,144,672		97.1		75,565,144,672		38,747,019,257		51.3		-		0.0				75,565		97.1		38,747		51.3		-		0.0		▲8,703		89.7		▲4,756		▲0.3pt		-		-

				廃止ブランド 等 ハイシ ナド										3,952,318,590		4.5		3,952,318,590		1,970,041,461		49.8				0.0				3,952		4.5		1,970		49.8		-		0.0				2,242,695,352		2.9		2,242,695,352		929,639,860		41.5				0.0				2,242		2.9		929		41.5		-		0.0		▲1,710		56.7		▲1,040		▲8.4pt		-		-

				合計 ゴウケイ										88,220,625,659		100.0		88,220,625,659		45,473,477,808		51.5				0.0				88,220		100.0		45,473		51.5		-		0.0				77,807,840,024		100.0		77,807,840,024		39,676,659,117		51.0				0.0				77,807		100.0		39,676		51.0		-		0.0		▲10,413		88.2		▲5,797		▲0.5pt		-		-				←注意 チュウイ



				廃止Br：22OCT、AB、AGS、HS(SI)、One、ZB、NB、HRC ハイシ

										廃止にSPIC、DUN、UGを含んだ場合 ハイシ フク バアイ









販路別売上高（通期） (2)

																		【集計用】 シュウケイヨウ												【集計用】 シュウケイヨウ

																		2020.2期
通期累計 キ ツウキ ルイケイ						2020.2期
通期累計						2021.2期
通期累計 キ ツウキ ルイケイ						2021.2期
通期累計

																		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ				実績		構成比 コウセイ ヒ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ				実績		前期比 ゼンキヒ		構成比 コウセイ ヒ		構成比前期差 コウセイヒ ゼンキサ

																		（円） エン		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（％）				（円） エン		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（％）		（pt）

								百貨店 ヒャッカテン										21,393,958,450		12.6				21,393		12.6				12,481,338,495		9.3				12,481		58.3		9.3		▲3.3pt

								非百貨店※1 ヒ ヒャッカテン										86,028,447,879		50.6				86,028		50.6				56,745,228,190		42.3				56,745		66.0		42.3		▲8.3pt

										自社サイト ジシャ								11,442,002,605		6.7				11,442		6.7				17,871,897,329		13.3				17,871		156.2		13.3		+6.6pt

										ZOZO								14,082,011,076		8.3				14,082		8.3				13,472,445,396		10.0				13,472		95.7		10.0		+1.8pt

										その他 タ								10,812,896,126		6.4				10,812		6.4				9,336,667,486		7.0				9,336		86.3		7.0		+0.6pt

										その他 タ								24,894,907,203		14.6				24,894		14.6				22,809,112,883		17.0				22,809		91.6		17.0		+2.4pt

								EC(E-Commerce)										36,336,909,808		21.4				36,336		21.4				40,681,010,212		30.3				40,681		112.0		30.3		+9.0pt

								その他※2 タ										17,809,140,361		10.5				17,809		10.5				15,504,629,623		11.6				15,504		87.1		11.6		+1.1pt

								国内合計 コクナイ ゴウケイ										161,568,456,498		95.0				161,568		95.0				125,412,206,520		93.5				125,412		77.6		93.5		▲1.5pt

								EC(E-Commerce)										787,372,565		0.5				787		0.5				3,238,204,295		2.4				3,238		411.3		2.4		+2.0pt

								海外合計※3 カイガイ ゴウケイ										8,499,647,813		5.0				8,499		5.0				8,666,505,317		6.5				8,666		102.0		6.5		+1.5pt

						EC(E-Commerce)												37,124,282,373		21.8				37,124		21.8				43,919,214,507		32.8				43,919		118.3		32.8		+10.9pt

						総合計 ソウ ゴウケイ												170,068,104,311		100.0				170,068		100.0				134,078,711,837		100.0				134,078		78.8		100.0		-

				※1　非百貨店：ファッションビル、駅ビル、路面店、アウトレット等 ヒ ヒャッカテン エキ ロメン テン ナド

				※2　その他：卸や社販等のその他アパレル事業、グループ会社の非アパレル事業等 タ オロシ シャハン トウ タ ジギョウ カイシャ ヒ ジギョウ トウ

				※3   米国でECサイト「タクティクス」を中心に運営するEfuego Corp社が、2021年第2四半期から連結対象となり、海外売上高に計上しています。 ベイコク チュウシン ウンエイ シャ ネン ダイ シハンキ レンケツ タイショウ カイガイ ウリアゲ ダカ ケイジョウ

														Check				OK												OK		←非SS会社が仮数値なので、現時点ではNGで大丈夫 ヒ カイシャ カリ スウチ ゲンジテン ダイジョウブ





店舗数（通期）



												2020.2期 
第3四半期末 ※1 キ ダイ シハンキ マツ				2020.2期 期末 キ キマツ マツ				出店 シュッテン		退店 タイテン		2021.2期 期末 キ キ スエ

		

sh_hasegawa: sh_hasegawa:
キャロウエイは含まない		国内 コクナイ				店舗数 テンポスウ				1,029				998				+85		▲211		872

								前期末差 ゼンキマツ サ				+8				▲23								▲126

				海外 カイガイ				店舗数 テンポスウ				74				76				+9		▲33		52

								前期末差 ゼンキマツ サ				▲69				▲67								▲24

				合計 ゴウケイ				店舗数 テンポスウ				1,103				1,074				+94		▲244		924

								前期末差 ゼンキマツ サ				▲61				▲90								▲150

				※1 2020.2期 期末の前期末差は、2019.2期 期末との比較 キ キ シハンキ ゼンキマツ サ キ キマツ マツ キマツ ヒカク







販路別売上高（3Q）

														【集計用】 シュウケイヨウ												【集計用】 シュウケイヨウ

														2020.2期
第3四半期累計 キ ダイ シハンキ ルイケイ						2020.2期
第3四半期累計						2021.2期
第3四半期累計 キ ダイ シハンキ ルイケイ						2021.2期
第3四半期累計

														実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ				実績		構成比 コウセイ ヒ				実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ				実績		前期比 ゼンキヒ		構成比 コウセイ ヒ		構成比前期差 コウセイヒ ゼンキサ

														（円） エン		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（％）				（円） エン		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（％）		（pt）

				百貨店 ヒャッカテン										16,478,930,849		13.1				16,478		13.1				9,399,836,294		9.7				9,399		57.0		9.7		▲3.4pt

				非百貨店※1 ヒ ヒャッカテン										64,193,466,631		51.0				64,193		51.0				41,516,725,906		42.7				41,516		64.7		42.7		▲8.3pt

						自社サイト ジシャ								7,765,135,746		6.2				7,765		6.2				12,387,722,808		12.7				12,387		159.5		12.7		+6.6pt

						ZOZO								10,263,617,982		8.2				10,263		8.2				9,705,498,334		10.0				9,705		94.6		10.0		+1.8pt

						その他 タ								7,341,363,763		5.8				7,341		5.8				6,697,522,524		6.9				6,697		91.2		6.9		+1.1pt

						その他 タ								17,604,981,745		14.0				17,604		14.0				16,403,020,858		16.9				16,403		93.2		16.9		+2.9pt

				国内EC(E-Commerce) コクナイ										25,370,117,491		20.2				25,370		20.2				28,982,192,072		29.8				28,982		114.2		29.8		+9.6pt

						海外EC(E-Commerce) カイガイ								553,041,821		0.4				553		0.4				2,186,195,865		2.2				2,186		395.3		2.2		+1.8pt

				海外※3 カイガイ										6,299,431,934		5.0				6,299		5.0				6,205,032,609		6.4				6,205		98.5		6.4		+1.4pt

				その他※2 タ										13,481,073,908		10.7				13,481		10.7				11,116,014,849		11.4				11,116		82.5		11.4		+0.7pt

						EC(E-Commerce)合計 ゴウケイ								25,923,159,312		20.6				25,923		20.6				31,168,387,937		32.1				31,168		120.2		32.1		+11.5pt

				合計 ゴウケイ										125,823,020,813		100.0				125,823		100.0				97,219,801,730		100.0				97,219		77.3		100.0		-

				※1　非百貨店：ファッションビル、駅ビル、路面店、アウトレット等 ヒ ヒャッカテン エキ ロメン テン ナド

				※2　その他：卸や社販等のその他アパレル事業、グループ会社の非アパレル事業等 タ オロシ シャハン トウ タ ジギョウ カイシャ ヒ ジギョウ トウ

				※3   米国でECサイト「タクティクス」を中心に運営するEfuego Corp社が、2021年第2四半期から連結対象となり、海外売上高に計上しています。 ベイコク チュウシン ウンエイ シャ ネン ダイ シハンキ レンケツ タイショウ カイガイ ウリアゲ ダカ ケイジョウ

										Check				OK												NG		←非SS会社が仮数値なので、現時点ではNGで大丈夫 ヒ カイシャ カリ スウチ ゲンジテン ダイジョウブ





連結業績概況（4Q）半期分解Ver

														【集計用】 シュウケイヨウ														【集計用】 シュウケイヨウ												【集計用】 シュウケイヨウ																																		【集計用】 シュウケイヨウ

														2017.2期
通期 キ ツウキ										2017.2期
通期				2017.2期
第4四半期(3か月) キ ダイ シハンキ キ ゲツ						2017.2期
第4四半期(3か月)						2018.2期 
通期 ツウキ																		2018.2期 
通期		2018.2期 
通期														2018.2期 
第4四半期(3か月) ダイ シハンキ ゲツ								2018.2期 
第4四半期(3か月)

														実績 ジッセキ		戦略費振替 センリャクヒ フリカエ		戦略費振替後PL センリャクヒ フリカエゴ		構成比 コウセイヒ				実績		構成比 コウセイヒ		戦略費振替後PL センリャクヒ フリカエゴ		構成比 コウセイヒ				実績		構成比 コウセイヒ				開示予想 カイジヨソウ		実績 ジッセキ		戦略費振替 センリャクヒ フリカエ		戦略費振替後PL センリャクヒ フリカエゴ		売上比 ウリアゲ ヒ		前期差 ゼンキサ		前期比 ゼンキヒ		開示予想比 カイジ ヨソウ ヒ				開示予想 カイジヨソウ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期差 ゼンキサ		前期比 ゼンキヒ		開示予算比 カイジヨサンヒ		開示予想差 カイジ ヨソウ サ		開示予想比 カイジ ヨソウ ヒ		戦略費振替後PL センリャクヒ フリカエゴ		売上比 ウリアゲ ヒ		前期差 ゼンキサ		前期比 ゼンキヒ		実績 ジッセキ		構成比 コウセイヒ		前期差 ゼンキサ		前期比 ゼンキヒ

														（円） エン		（円） エン		（円） エン		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（円） エン		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（％）				（円） エン		（円） エン		（円） エン		（円） エン		（％）		（円） エン		（％）		（％）				（百万円） ヒャクマンエン		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（円） エン		（％）		（円） エン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）		（百万円） ヒャクマンエン		（％）

				売上高 ウリアゲダカ										170,068,104,311				170,068,104,311		100.0				170,068		100.0		52,248,611,981		100.0				52,248		100.0				160,000,000,000		134,078,711,837				134,078,711,837		100.0		-35,989,392,474		78.8		83.8				160,000		134,078		100.0		▲35,989		78.8		83.8		▲25,921		83.8		18,867,256,827		100.0		-33,381,355,154		36.1		18,867		100.0		▲33,381		36.1

				売上総利益 ウリアゲソウリエキ										89,382,275,853				89,382,275,853		52.6				89,382		52.6		23,505,745,832		45.0				23,505		45.0						63,846,217,488				63,846,217,488		47.6		-25,536,058,365		71.4		0.0				-		63,846		47.6		▲25,536		71.4		0.0		-		-		-458,298,764		-2.4		-23,964,044,596		-1.9		▲458		-2.4		▲23,964		-1.9

				販管費 ハンカンヒ										89,312,103,757				89,312,103,757		52.5				89,312		52.5		27,043,961,052		51.8				27,043		51.8						75,689,672,107				75,689,672,107		56.5		-13,622,431,650		84.7		0.0				-		75,689		56.5		▲13,622		84.7		0.0		-		-		14,564,660,232		77.2		-12,479,300,820		53.9		14,564		77.2		▲12,479		53.9

								人件費見合 ジンケンヒ ミア						37,725,208,881		2,438,266,565		40,163,475,446		23.6				40,163		23.6		14,670,086,505		28.1				14,670		28.1						30,559,013,606		-		30,559,013,606		22.8		-9,604,461,840		76.1		0.0				-		30,559		22.8		▲9,604		76.1		0.0		-		-		5,759,276,115		30.5		-8,910,810,390		39.3		5,759		30.5		▲8,910		39.3

								戦略費 センリャク ヒ						6,582,920,621		-598,387,256		5,984,533,365		3.5				5,984		3.5		2,035,141,088		3.9				2,035		3.9						5,419,015,854		-		5,419,015,854		4.0		-565,517,511		90.6		0.0				-		5,419		4.0		▲565		90.6		0.0		-		-		588,593,642		3.1		-1,446,547,446		28.9		588		3.1		▲1,446		28.9

								店舗賃借料 テンポ チンシャクリョウ						14,496,750,637		-2,137,954,424		12,358,796,213		7.3				12,358		7.3		1,038,881,375		2.0				1,038		2.0						10,474,061,163				10,474,061,163		7.8		-1,884,735,050		84.7		0.0				-		10,474		7.8		▲1,884		84.7		0.0		-		-		-1,207,879,687		-6.4		-2,246,761,062		-116.3		▲1,207		-6.4		▲2,246		-116.3

								その他経費 タ ケイヒ						25,058,607,361		298,075,115		25,356,682,476		14.9				25,356		14.9		8,349,761,932		16.0				8,349		16.0						24,698,201,022		-		24,698,201,022		18.4		-658,481,454		97.4		0.0				-		24,698		18.4		▲658		97.4		0.0		-		-		8,319,354,677		44.1		-30,407,255		99.6		8,319		44.1		▲30		99.6

						販管費（のれん償却費・減価償却費 除） ハンカンヒ ショウキャクヒ ゲンカショウキャクヒ ノゾ								83,863,487,500				83,863,487,500		49.3				83,863		49.3		26,093,870,900		49.9				26,093		49.9						71,150,291,645				71,150,291,645		53.1		-12,713,195,855		84.8		0.0				-		71,150		53.1		▲12,713		84.8		0.0		-		-		13,459,344,747		71.3		-12,634,526,153		51.6		13,459		71.3		▲12,634		51.6

						のれん償却費 ショウキャクヒ								1,024,046,556				1,024,046,556		0.6				1,024		0.6		141,947,284		0.3				141		0.3						762,608,532				762,608,532		0.6		-261,438,024		74.5		0.0				-		762		0.6		▲261		74.5		0.0		-		-		421,170,319		2.2		279,223,035		296.7		421		2.2		279		296.7

						減価償却費 ゲンカショウキャクヒ								4,424,569,701				4,424,569,701		2.6				4,424		2.6		808,142,868		1.5				808		1.5						3,776,771,930				3,776,771,930		2.8		-647,797,771		85.4		0.0				-		3,776		2.8		▲647		85.4		0.0		-		-		684,145,166		3.6		-123,997,702		84.7		684		3.6		▲123		84.7

				営業利益 エイギョウリエキ										70,172,096				70,172,096		0.0				70		0.0		-3,538,215,220		-6.8				▲3,538		-6.8				3,200,000,000		-11,843,454,619				-11,843,454,619		-8.8		-11,913,626,715		-16877.7		-370.1				3,200		▲11,843		-8.8		▲11,913		-16877.7		-370.1		▲15,043		-370.1		-15,022,958,996		-79.6		-11,484,743,776		424.6		▲15,022		-79.6		▲11,484		424.6

				経常利益 ケイジョウリエキ										1,851,048,609				1,851,048,609		1.1				1,851		1.1		-2,807,908,575		-5.4				▲2,807		-5.4				4,400,000,000		-10,359,126,767				-10,359,126,767		-7.7		-12,210,175,376		-559.6		-235.4				4,400		▲10,359		-7.7		▲12,210		-559.6		-235.4		▲14,759		-235.4		-14,776,692,209		-78.3		-11,968,783,634		526.3		▲14,776		-78.3		▲11,968		526.3

				特別利益 トクベツリエキ										6,289,700,783				6,289,700,783		3.7				6,289		3.7		5,891,555,085		11.3				5,891		11.3						24,859,375,286				24,859,375,286		18.5		18,569,674,503		395.2		0.0				-		24,859		18.5		18,569		395.2		0.0		-		-		23,008,268,597		121.9		17,116,713,512		390.5		23,008		121.9		17,116		390.5

				特別損失 トクベツソンシツ										4,281,230,385				4,281,230,385		2.5				4,281		2.5		3,294,358,344		6.3				3,294		6.3						8,644,793,921				8,644,793,921		6.4		4,363,563,536		201.9		0.0				-		8,644		6.4		4,363		201.9		0.0		-		-		7,467,867,049		39.6		4,173,508,705		226.7		7,467		39.6		4,173		226.7

				税金等調整前当期純利益 ゼイキントウ チョウセイマエ トウキ ジュンリエキ										3,859,519,007				3,859,519,007		2.3				3,859		2.3		-210,711,834		-0.4				▲210		-0.4						5,855,454,598				5,855,454,598		4.4		1,995,935,591		151.7		0.0				-		5,855		4.4		1,995		151.7		0.0		-		-		763,709,339		4.0		974,421,173		-362.4		763		4.0		974		-362.4

				親会社株主に帰属する当期純利益 オヤガイシャ カブヌシ キゾク トウキ ジュンリエキ										2,181,998,548				2,181,998,548		1.3				2,181		1.3		-584,854,368		-1.1				▲584		-1.1				3,100,000,000		3,861,375,312				3,861,375,312		2.9		1,679,376,764		177.0		124.6				3,100		3,861		2.9		1,679		177.0		124.6		761		124.6		970,143,085		5.1		1,554,997,453		-165.9		970		5.1		1,554		-165.9

				EBITDA										5,518,788,353				5,518,788,353		3.2				5,518		3.2		-2,588,125,068		-5.0				▲2,588		-5.0						-7,304,074,157				-7,304,074,157		-5.4		-12,822,862,510		-132.3		0.0				-		▲7,304		-5.4		▲12,822		-132.3		0.0		-		-		-13,917,643,511		-73.8		-11,329,518,443		537.8		▲13,917		-73.8		▲11,329		537.8

				ROE														-		0.0				-		0.0				0.0				-		0.0										-		0.0		-		0.0		0.0				-		-		0.0		-		0.0		0.0								ERROR:#REF!		0.0		-		-		ERROR:#REF!		0.0		-		ERROR:#REF!

				※人件費見合＝人件費+販売手数料+業務委託料 ジンケンヒ ミア ジンケンヒ ハンバイ テスウリョウ ギョウム イタクリョウ

				※戦略費＝広告宣伝費+販売促進費+デジタル・越境EC等の投資+引越費用等 センリャク ヒ コウコク センデンヒ ハンバイ ソクシン ヒ エッキョウ トウ トウシ ヒッコ ヒヨウ トウ

				※EBITDA＝営業利益+のれん償却費+減価償却費 エイギョウ リエキ ショウキャク ヒ ゲンカ ショウキャク ヒ

				※一部の子会社で計上科目の変更があり、当期と同じ基準で比較するために2017.2期 通期の「その他経費」から「店舗賃借料」に1,015M振替しております。 トウキ オナ キジュン ヒカク キ ツウキ タ ケイヒ テンポ チンシャクリョウ フ カ





APGブランド別営業利益算定

				Apuweiser-riche				JUSGLITTY				Rirandture				Mystrada				Arpege story

		本社費Br配賦後_営業利益 ホンシャ ヒ アト エイギョウ リエキ		217,993		24.6%		51,395		9.9%		68,096		14.8%		38,949		13.1%		154,342		27.5%

		ブランド別売上高 ベツ ウリアゲ ダカ		1,240,606,091				710,046,577				563,756,779				403,340,224				1,560,400				2,917,749,671

		按分 アンブン		65,624,942				37,559,678				29,821,316				21,335,683				82,541

		算定合算 サンテイ ガッサン		283,617,471				88,954,690				97,916,921				60,284,819

		2019.2-1Q

		本社費Br配賦後_営業利益 ホンシャ ヒ アト エイギョウ リエキ		157,167		20.3%		88,498		17.9%		35,494		10.2%		35,087		11.1%		131,774		22.6%

		ブランド別売上高 ベツ ウリアゲ ダカ		1,117,324,966				718,459,576				460,810,275				453,734,344				1,346,421				2,750,329,161

		按分 アンブン		53,533,333				34,422,873				22,078,366				21,739,344				75,558

		算定合算 サンテイ ガッサン		210,700,795				122,920,532				57,572,739				56,825,934

		2019.2-2Q

		本社費Br配賦後_営業利益 ホンシャ ヒ アト エイギョウ リエキ		168,401		20.3%		83,956		17.9%		14,053		10.2%		43,249		11.1%		190,582		22.6%

		ブランド別売上高 ベツ ウリアゲ ダカ		1,916,292,918				1,217,009,019				808,517,079				797,874,795								4,739,693,811

		按分 アンブン		77,053,718				48,935,666				32,510,294				32,082,371				0

		算定合算 サンテイ ガッサン		245,454,235				132,891,422				46,563,632				75,331,711





用語集（1Q)

				ページ番号 バンゴウ		用語 ヨウゴ		意味 イミ

				7		BPR		Business Process Re-engineering(ビジネス･プロセス･リエンジニアリング)の頭文字を取ったもので､既存の業務フローや内容などを抜本的に見直し再設計することで､ カシラモジ ト キソン ギョウム ナイヨウ バッポンテキ ミナオ サイセッケイ

								収益性の改善につなげること｡

						SCM		Supply Chain Management(サプライ･チェーン･マネジメント)の頭文字を取ったもので､調達から生産､物流､そして販売までの一連の流れを企業の壁を超えて カシラモジ ト チョウタツ セイサン ブツリュウ ハンバイ イチレン ナガ キギョウ カベ コ

								全体で見直し､利益を生み出していく仕組み｡

						RFID		Radio Frequency Identifier(レディオ・フリークエンシー・アイデンティファイヤー)の略で、ID情報を埋め込んだタグから電波などを用いて近距離の無線通信を行ない、 リャク ジョウホウ ウ コ デンパ モチ キンキョリ ムセンツウシン オコ

								情報をやりとりする技術。

						ビッグデータ		従来企業が扱ってきたデータよりも大容量且つ多様なものを指し､ECなどで蓄積される顧客情報や購入履歴､SNSの情報など様々な分野の事業に活かすデータのこと｡ ジュウライ キギョウ アツカ ダイヨウリョウ カ タヨウ サ チクセキ コキャクジョウホウ コウニュウリレキ ジョウホウ サマザマ ブンヤ ジギョウ イ

						A.I.		Artificial Intelligenceの頭文字を取ったもので、人工的にコンピュータ上などで人間と同じ知能を実現させようとする試みや技術のこと。 カシラモジ ト ジンコウテキ ジョウ ニンゲン オナ チノウ ジツゲン ココロ ギジュツ

						IoT		Internet of Things(インターネット･オブ･シングス)の頭文字を取ったもので､PCやスマホなどの情報機器以外のあらゆる物もインターネットにつながることで､ カシラモジ ト ジョウホウキキ イガイ モノ

								消費者の生活やビジネスを変えること｡

						NPS		Net Promoter Score(ネット･プロモーター･スコア)の頭文字を取ったもので､ロイヤルティを測る指標｡｢当社のことを友人に薦める可能性はどれくらいありますか｣ カシラモジ ト ハカ シヒョウ トウシャ ユウジン スス カノウセイ

								という質問をお客様にし､0～10点で点数をつけてもらう｡9～10点を推奨者､7～8点を中立者､6点以下を批判者と呼び､推奨者の割合から批判者の割合を引いて

								算出すると同時に､どうしたらその点数が上がるかをコメントしていただき､その改善策を会社で共有した上で､改善アクションにつなげる一連の取り組み｡ テンスウ ア カイゼンサク カイシャ キョウユウ ウエ カイゼン イチレン ト ク

						eNPS		NPSを従業員を対象に実施し､会社のロイヤルティを向上させる取り組み｡ ジュウギョウイン タイショウ ジッシ カイシャ コウジョウ ト ク

						PDCA		Plan(計画)､Do(実行)､Check(評価)､Action(改善)の頭文字を取ったもので､4段階を繰り返すことで､業務を継続的に改善させること｡ ケイカク ジッコウ ヒョウカ カイゼン カシラモジ ト ダンカイ ク カエ ギョウム ケイゾクテキ カイゼン

						越境EC エッキョウ		自国内向け言語のネット販売だけでなく、外国語のサイトも設け、海外消費者に向けても販売する形態のネット販売のこと。 ジコクナイ ム ゲンゴ ハンバイ ガイコクゴ モウ カイガイ ショウヒシャ ム ハンバイ ケイタイ ハンバイ

						M&A		Mergers＆Acquisition(マージャー･アンド･アクイジション)の頭文字を取ったもので､企業の合併や買収のこと｡ カシラモジ ト キギョウ ガッペイ バイシュウ

						オーガニックコスメ		自然由来のものを主な成分として融合しているコスメのこと。 シゼン ユライ オモ セイブン ユウゴウ

				8		マークダウン		商品の値引きのこと｡ ショウヒン ネビ

						SENSY株式会社 カブシキ カイシャ		人工知能「SENSY(センシー)」を開発するAIスタートアップ/ITベンチャー企業。(旧社名：カラフル・ボード株式会社) ジンコウ チノウ カイハツ キギョウ キュウ シャメイ カブシキ カイシャ

						直接貿易比率 チョクセツボウエキ ヒリツ		全体の仕入に対する、輸出入など貿易実務をメーカー自らが行なう直接貿易の比率。 ゼンタイ シイレ タイ ヒリツ

						Creative Direction		ソーシャルトレンドを読み解き、ファッショントレンドと翻訳し、実際の物作りに反映させるための社内セミナーのこと。 ヨ ト ホンヤク ジッサイ モノヅク ハンエイ シャナイ

				9		ネイティブアプリ		端末の処理で動作するタイプのアプリケーション。動作環境は使用する端末の性能に依存する。 タンマツ ショリ ドウサ ドウサ カンキョウ シヨウ タンマツ セイノウ イゾン

								これに対して従来のアプリは、インターネット上で動作するタイプのアプリケーションで、動作環境はサーバに依存する。 タイ ジュウライ ジョウ ドウサ ドウサ カンキョウ イゾン

						セールスフォース・ドットコム		米サンフランシスコに本社を持つ、クラウド・ソーシャル・モバイルのテクノロジーを企業で活用するためのクラウドアプリケーションやプラットフォームを提供する企業。 ベイ ホンシャ モ キギョウ カツヨウ テイキョウ キギョウ

						マーケティング・オートメーション		興味や関心、行動などが異なる一人ひとりの顧客に対し、個別のコミュニケーションを行うデジタルマーケティング業務を自動化するツールや仕組みのこと。 キョウミ カンシン コウドウ コト ヒトリ コキャク タイ コベツ オコナ ギョウム ジドウカ シク

						O2O		ネット上(オンライン)から、ネット外(オフライン)での行動へと促す施策の事や、オンライン上での販売促進活動をもってオフラインでの購買行動に影響を与えるような施策のこと。 ジョウ ガイ コウドウ ウナガ シサク コト ジョウ ハンバイ ソクシン カツドウ コウバイ コウドウ エイキョウ アタ シサク

				9		チャットボット		「チャット」と「ロボット」を組み合わせた言葉で、人工知能を活用した「自動会話プログラム」のこと。

				10		PMI		Post Merger Integration（ポスト・マージャー・インテグレーション）の略で、M&A成立後の統合プロセスのこと。

								M&A当事者である両社の戦略・販売体制・管理体制・従業員意識・情報システム等を有機的に機能させるためには、

								目標の設定とその実現に向けての進捗管理を行うことが有効とされる。



								端末の処理で動作するタイプのアプリケーション。動作環境は使用する端末の性能に大きく依存する。 タンマツ ショリ ドウサ ドウサ カンキョウ シヨウ タンマツ セイノウ オオ イゾン

								対比されるWebアプリは、インターネット上で動作するタイプのアプリケーション。インターネットを介するため動作環境はサーバに依存する。 タイヒ ジョウ ドウサ カイ ドウサ カンキョウ イゾン

								アプリが入っている端末自体が演算処理する。対比されるWebアプリはネットワーク環境により処理速度が異なるが、ネイティブアプリはネットワーク環境に左右されず、 ハイ タンマツ ジタイ エンザン ショリ タイヒ カンキョウ ショリ ソクド コト カンキョウ サユウ

								端末自体の性能により処理速度が異なる。一般的にはWebアプリよりも処理速度が速い。 ショリ ソクド コト イッパンテキ ショリ ソクド ハヤ







連結貸借対照表について12

市場動向は厳しいながらも、
財務体質は健全な状態を維持。

現預金
前期比189億円の増額。当面は手元資金
を確保し、コロナ終息と市場の成長バランス
を見極めた上で、しっかりと投資していく。

棚卸資産
仕入の抑制により32億8千万円の在庫削減。
資産効率の改善につながった。

借入金
第4四半期に短期借入金146億7千万円を返済。
コロナ特別借入枠 350億円は維持している。

■資産について

■負債について

■指標について
コロナ影響を受けたものの
D/Eレシオ 0.26倍、自己資本比率 62.6%
財務の健全性は維持してる。



13 前期の総括

コロナに振り回された1年。
この有事に学び、何があっても生き残れる基盤作りをする1年と
なった。

そして・・
更に強い企業構造を創るために、
新たな改革の断行が必要であることを実感し決意した。

損益分岐点の引下げ • 不採算ブランド事業廃止。店舗撤退及び人件費削減を実施。
• 無駄を排除し 、クリエイティブに注力するため、一社統合を実施。

コロナ禍でも顧客支持
を得られるブランド創り

• 非連続的市場の中でも揺るがない、記憶に残るクリエイティブに注力。
• 枠組みを超えた新しい挑戦を行うための意識改革を実施。

未来投資への準備 • EC、デジタルの能力を最大限に発揮する為にSCM改革に着手。
• 新たな資金需要に対応するため、固定資産3件を売却。



2 V I S I O N



世界で最も幸せな
ファッションカンパニーを
目指します。

株主、顧客・社会・そして社員の
幸せを創造する企業になる。



CREATIVITYの革新 環境志向への革新収益力の革新

 「人(creativity)とデジタル
(logic)の融合」による新しい
事業とブランドとサービスの
創造

 DX/データドリブンによる経
営と生産性の質の改革

 変化に柔軟に対応するための
SCM改革

 必要な量しか作らない事業構
造への転換

 事業を通じた社会課題解決へ
の挑戦

TIP24は、「従来の撤退＝構造改革」という変革とは抜本的に異なる。
経営や事業の「質」を変えて行く改革プログラムである。

TSI INNOVATION PROGRAM 2024

中期改革プロジェクト TIP24の組成16

そのためには、30年間変われなかった
アパレル業界の考え方と慣習まで
転換させる必要がある。



TSI INNOVATION PROGRAM 202417

私たちは変化を続けて行く。
常に生き残れる事業体になる。
「生き残れる＝利益が出せる＋ステークホルダーの幸福」

世界で最も
幸せな

ファッション
カンパニー

痛みを伴う改革
事業撤退、店舗撤退、人件費削減 ･･

組織統合
1st Phase完了

2021

2020

2022

未来への投資

成長と飛躍
世界で戦うブランド、周辺領域への拡大

人財と事業を育てる仕組み、EC、デジタルシフト、新規投資

2023



我々が大切にする考え方18

変化を楽しみ、変化を味方にし、
新しい倫理観、価値体系を創る。

いつも新しい方法を考えること
「次のイメージを描き続けること」

いつも現状を否定できること
「具現化の為に骨身を惜しまないこと」

いつも失敗を認められること
「出来る事、出来無い事を自覚すること」



3 2 0 2 2 年 2 月 期 通 期 連 結 業 績 計 画



20 2022年2月期 損益計画

売上高は1,524億円の前期比 113.7%（一昨年対比 89.6%) 
販管費799億円（構成比52.4%)
コロナ影響が一定程度残る事を考慮し、営業利益11億円・当期純利益16億6千万円を計画。

売上高

販管費

1,340億7千万円

2021年2月期実績

営業利益

当期純利益 38億6千万円

756億8千万円

2022年2月期計画

▲118億4千万円

増減額

+183億2千万円

増減率

+13.7％

-%

(構成比：56.5%)

(利益率：2.9%)

(利益率：-%)

(前期比：78.8%)
1,524億0千万円

16億6千万円

(構成比：52.4%)

(利益率：0.7%)

(前期比：113.7%)

+42億1千万円

+129億4千万円

+5.6％
(構成比：▲4.0%)

1,700億6千万円

2020年2月期実績

21億8千万円

893億1千万円

7千万円

(構成比：52.5%)

(利益率：1.3%)

(利益率：0.0%)

(前期比：103.1%)

▲22億0千万円 ▲57.0%
(利益率：1.1%)

799億0千万円

11億0千万円



21 売上の予測(上期、下期）について

上期は、コロナ影響を強く取り入れた保守的な予測として、
売上前々期比 87.1％ 営業利益は ▲５億円。
下期は、一定の市場回復を見込み、売上前々期比 91.1%、
営業利益 16億円の黒字を見込む。
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売上高
（対20年2月期比）

[%] ■ 2022年2月期売上推移（対2020年2月期） 営業利益
[億円]

営業利益 ▲5億

2021年2月期
4Q実績

上期
（2021年3月～8月）

下期
（2021年9月～2022年2月）

第4四半期
83.3%

❶当初計画予算

➋コロナ第３波、第４波
織込予算

21年8月 22年2月21年2月

下期
91.9%

上期
87.1%

営業利益 16億➋

❶

➋
❶

コロナ第３波前
売上予想
前々期比

91.9%

通期売上予算
(前々期比)

89.6%
（前期比：113.7%)

コロナ第3波、4波を受け、
3月・4月売上予測を10％程
度下振れ計画に修正。

上期
87.1%

下期
91.1%

通期営業利益予算
11億円



4 今 後 の 成 長 戦 略



×

[CREATIVITYの革新] 新しい事業とブランド23

今期重点取組ブランド
ヒト・モノ・カネ・情報の集約を行い
戦略ブランドに集中的な投資を実行。
マーチャンダイジングだけでなく
クリエーションそのものも抜本的に変革する

2021年春、Fashion× Flower× Art をコンセプトにした
全く新しいデジタルキュレーション ECメディア、hueLe Museum がオープン



[CREATIVITYの革新] 新しい事業とサービス24

魅力ある店舗への変革を進める。
同時にECへ販路シフトを強化する。

変容する生活様式の中で、実店舗に求められる魅力
を改めて再定義し、取り組んで行く。

また、家賃、スタッフ人員、在庫量、商品内容、店
舗減損状況を徹底的に見直し、継続的な黒字構造へ
の改善をはかって行く。

高収益店舗は「進化」させる

低収益店舗は「ECへ販路シフト」させる

既存店の魅力アップ、
新しい出店にも全力で挑む！
• 一等地戦略
• デジタル店舗化による魅力向上
• ユニファイドコマース化

良い立地に、素晴らしい店があり、面白い商品が揃っている、それ
を楽しく提案するおしゃれなスタッフがいれば、よけいなものは要
らない。それがファッションの醍醐味！

ブランドの魅力はECで伝える。
収益力はECでカバーする。

• 顧客をECにシフトさせながら、
• EC売上伸長を加味して撤退判断
• 店舗→ECへの送客を強化



[CREATIVITYの革新] 新しい事業とブランド25

新たな経済圏の顧客獲得。
D2Cコングロマリット事業拡大へ。

D2Cビジネスの拡大を目指して2021年2月期に買収した
ETRE TOKYOは、初年度よりグループ業績に貢献。

D2C事業の拡大に向けて、今期は新ブランド「MECRE」
を投入する。

更なる新規ブランド計画の検討を開始
ファッションだけではなくコスメ、飲食、スポーツなど
D2Cコングロマリット化へ向け強化。 MAI（@im_5868・フォロワー総数14.4万人）

MECREクリエイティブディレクター アパレル
のみならずコスメでもF1世代の次世代インフル
エンサーとして注目上昇中

JUNNA（@junna・フォロワー総数18万人）
ETRE TOKYOクリエイティブディレクター
アパレルを中心にファッション全般でF2世代に
絶大なファン層を持つインフルエンサー



26

デジタルと販売スタッフの力で、
新しい体験と、新しい顧客接点を創造する。

ユニファイドコマース戦略（アプリによる来店予約) スタッフコマース戦略 (MIX.Tokyoのリニューアル）

1st Phaseとして、ECから店舗での試着予約・スタイ
リスト予約が出来る仕組みを導入開始。
次世代型接客ソリューションとなるチェックインスタ
ンドなど新たなデバイスを第1四半期中に開始。

販売スタッフの活躍の場を増やす。
モノの魅力に加え、ヒトの魅力で、お客様をファン化していく。

販売スタッフ×コーディネートに特化したサイトとし
てリニューアル。
販売スタッフの活躍の場をオンラインにも拡張し、
同時に評価制度改革にも着手。

[CREATIVITYの革新] 新しい体験、サービス、OMOの仕組み強化



[収益力の革新] データ経営とサプライチェーンの先進化27

非連続市場に対応するために、経営スピードを上げる。
デジタルによるSCMの進化に取り組む。
ヒト/モノ/カネの予実乖離を日々可視化。戦略と修正の活動を高速化する。
また、全社員がデータを共有活用し、価値の高いクリエイティブな業務に集中して取り組めるよう次世代SCMに取り組む。

複雑なサプライチェーンデータを一元管
理し少人数で市場投入までの精度を向上
させる。

全社の指標、帳票を統一しシステム化。
迅速・的確な意思決定を可能とし、変化に
強い企業体制を整える。

リアルタイム経営
経営
DX

生産
改革

生産、物流の高速化



3D CADを使用した製品プレゼンテーション

- 物づくりの進化 - 製品市場投入までの速度と費用の改善

MANASTASH  prototype Sample ETRE TOKYO  prototype Sample



[環境志向への革新] 事業を通じた社会課題解決29

アパレル業界の社会価値を
Re-Designして行く

❶持続可能な生販モデルへの挑戦

✓カスタマイズサービスや商品
アップサイクルの事業化

✓副資材やショッピングバッグ
の環境対応型素材への変更

❷デザインによる課題解決

✓地域資源との共創による新た
なライフスタイル価値創出

✓異業種へのデザイン提供に
よる新たな働き甲斐の創出

❸ファッションを通じた文化・価値の形成

✓現代アートビジネスへの投資
を通じた新たな文化の創造

✓ファッションとフラワー、
アートが共存する新EC開始

SDGsをはじめとした、社会目標の達成に取り組み、
社会の課題解決的側面でも必要とされる企業に生まれ変わる

TSI  サスティナブル プロジェクトチームの発足



[環境志向への革新] 事業を通じた社会課題解決30

 ムダを極少化する仕組みの構築  脱炭素経営に向けた取組み

• 米沢工場を活用した
カスタマイズサービス
の構築 • 20万点の製品リサイクル・リユース化

• ショッピングバッグの環境配慮型素材への切替完了

TSIが掲げる環境課題への取り組み
前期の定量達成項目

• 環境配慮型副資材への切替
(ロックス等)

• リユースハンガーへの切替
(今期100%完了見込)

今期の定量実施項目

• ReSewを基盤とした
お直し＆リメイク事業
の立ち上げ

事業を通じて社会目標に取り組み、
アパレル業界が抱える大量廃棄や環境課題の改善に取り組む。

持続可能な製販モデル、洋服の循環ビジネスへ挑戦する



31

デザインの力で
社会の課題解決に貢献する

 ライフスタイル・バリュー

 ワークスタイル・バリュー

地域資源 × デザイン力 半歩先を行く感性 ＝新たな遊び場の創造

ユニフォーム ×新しいデザイン ＝働き甲斐、働き方の課題解決

ファッションの力、デザインの力をもう一度見直し、本来洋服が与えてくれる
高揚感や多様な力で、働く人の魅力、活力を創出するプロジェクト

地域が持つ多様な資産とTSIが持つ
デザイン力、感性の力を組み合わせ
多様な文化が生まれる遊び場を創る

北海道上川町と文化創造の
包括的なパートナー契約を予定

地方創生 × デザイン 働き方改革 × デザイン

[環境志向への革新] 事業を通じた社会課題解決

世界で行われるフェアやフェスはともかくスタイリッシュで楽しいことを私たちは知っている



32 今後の財務戦略について

１.投資効率の向上・最適な資本政策

経営の安定化を重視しつつも、戦略的にデジタル、新規事業へ投資を行う。
不透明な市場環境に於いて当面は手元資金を確保しコロナ終息と成長のバランスを見極めた上で、
既存事業のメリハリ、新規事業活性、企業のデジタル化、財務収益の効率化、資本強化へ投資していく。

システム投資
• DXによる生産性改革投資
• その他システム投資

既存事業の成長に向けた投資
10億円
35億円
5億円

50億円
• 実店舗投資（新規,移転,改装）
• EC成長戦略投資
• 物流効率化のための投資

50億円

新規事業への投資 20億円

収益資産への再投資 40億円

■ 新規事業の創出(R&D)
■ アライアンス等 ■ M&A
■ 一部有効な不動産へ再投資
■ 効率的有価証券

■ 好調セグメント の出店
(ゴルフ・アスレジャー・コスメ)

■ EC拡大に耐え得る物流基盤
■ EC売上の更なる拡大

■ 業務効率化ツール導入
■ ユニファイドコマース実現のための機能強化
■ ECサイトの新規構築・リニューアル

■ 政策投資株式売却など
■ 在庫回転期間 ▲ 0.15か月

2 .資産の効率化
固定資産及び在庫の圧縮



33 株主還元方針

内部留保資金につきましては、
財務体質の強化や、強固な事業構造
の構築のための戦略的投資などに活
用していきます。

自己株式の取得については継続して
機動的に検討、実施します。

3,382

4,236

4,985

4,008

1,334

777

140.0

51.6 55.5

0.0

74.4

0.0
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

140.0

160.0

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

2016.2期 2017.2期 2018.2期 2019.2期 2020.2期 2021.2期

自己株式取得額 配当性向

2,000,000株2,000,000株5,000,000株6,000,000株5,968,200株4,000,000株

年月日
2020年6月30日

株式数
10,000,000株

資金調達額内容
消却による処分

当期の業績、今後の経営環境を総合的に勘案し、
1株当たり5円の配当方針を予定致します。

単位：百万円 単位：%



最後に34

信頼を取り戻すために、ビジネスを進化させる。
そして、TSIは進化できる企業ということをマーケットに証明して行く。

#ファッションの力を信じよう



本資料には、当社およびそのグループ会社に関連する予想、見通し、目標、計画等の将来に関する記述が含まれています。これらは、本資料の日付
において当社が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くものであり、実際の業績等は今後の様々な要因によって大きく異
なる可能性があります。



5 補 足 資 料



月次売上高の推移

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

実店舗 57.9% 9.9% 20.9% 84.9% 74.9% 73.9% 74.0% 94.5% 79.0% 75.2% 54.7% 79.0%

eコマース 99.5% 121.5% 124.8% 123.1% 105.1% 116.6% 114.8% 124.5% 102.9% 123.0% 97.9% 109.2%

累計 66.6% 33.7% 43.3% 93.5% 82.8% 84.3% 83.1% 101.7% 84.8% 87.2% 67.0% 88.0%

57.9%

9.9% 20.9%

84.9% 74.9% 73.9% 74.0%

94.5%

79.0% 75.2%

54.7%

79.0%

99.5%

121.5% 124.8% 123.1%

105.1%
116.6% 114.8%

124.5%

102.9%

123.0%

97.9%
109.2%

66.6%

33.7%
43.3%

93.5%
82.8% 84.3% 83.1%

101.7%

84.8% 87.2%

67.0%

88.0%

■全店前期比
実店舗 eコマース 累計

通期：累計75.9%、実店舗64.1%、eコマース112.7%

第１四半期：累計 50.6% 第２四半期：累計 88.7% 第３四半期：累計 93.1% 第４四半期：累計 83.3%
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国内既存店･全店売上高の推移

38 2021年2月期 通期業績ハイライト

110.3
106.4 108.1 106.3

99.2

112.7

111.0

91.5

105.5

93.0
90.8 91.7

66.6

33.7

43.3

93.5

82.8 84.3 83.1

101.7

84.8
87.2

67.0

88.0

103.3

99.2

100.9

99.4
94.3

101.9

101.2

83.4

95.8

92.6 91.9

88.8

65.4

110.6
105.7

90.8

80.1 81.2
77.0

97.1

82.4
86.1

66.9

89.0

25.0

40.0

55.0

70.0

85.0

100.0

115.0

3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月

2020年2月期 2021年2月期

全店 既存店

通期累計
全店： 101.3%
既存店：95.6%

通期累計
全店： 75.9%

既存店：82.2%

第1四半期
• 4月~ 全国の約1,000店舗が休業
• 3月~4月 中国生産の商品に納期遅れが発生
• 4月の緊急事態宣言後、物流倉庫がひっ迫
• 全従業員に対して、29日間の休業補償(100％補償)を付与

第2四半期
• 6月~ 店舗は復旧したものの、営業時間短縮、外出自粛の影響を

受けて、首都圏を中心に厳しい状況が続いた
• 郊外店やアウトレットは好調
• 「HERO©」等デジタル接客ツールを強化

第3四半期
• コロナ禍でも売上、収益を伸ばせる強いブランドの存在が明確

になった(アスレジャー・ストリート)
• 売上は減収するも在庫コントロールや値引き抑制により前期比

で増益を達成

第4四半期
• 年末から第3波の影響を受け、客数が大きく減少
• 秋冬物の在庫消化を促進
• 2月から春物商材が動き始める



販路別の売上高
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ブランドの概況（通期）
ブランド別の売上高
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2021年2月期 第４四半期業績ハイライト41

▲4.2
▲3.3

▲6.0
▲5.5

▲1.0

▲9.7
▲9.1

▲6.4

第４四半期概況



2021年2月期 下期業績ハイライト42

下期決算概況

▲1.8

▲0.9



43 2021年2月期 チャネル別売上

店舗数及びチャネル別売上構成比の推移

経営統合直後の約2,700店舗から、市場環境の変化に対応した構造改革により、
2021年2月期(前期)に初めて1,000店舗を切った。国内アパレル店舗

売上構造の変化 3割以上あった百貨店売上は、2018年2月期で2割、前期では1割を切ったのに
対し、EC売上高は2019年2月期に2割、前期に3割を超えた。

2,694 

2,387 

2,048 

1,793 

1,558 

1,338 
1,229 

1,164 1,074 
924 

32.8

29.5

26.3

23.5 20.8
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15.3

12.6
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2012年2月期 2013年2月期 2014年2月期 2015年2月期 2016年2月期 2017年2月期 2018年2月期 2019年2月期 2020年2月期 2021年2月期

店舗数 百貨店 EC

※2012年2月期はチャネル別売上構成未開示

(数) (%)



44 前期の総括

店舗数の状況



店舗撤退 人員削減 事業撤退

【実行報告】

244店舗撤退 747人削減
※うち本部社員351名

5社7事業撤退
(実績) (実績)

(実績)

45 前期の総括

事業撤退雇用調整の影響



46 2022年2月期 損益計画

上期・下期 損益計画

売上高

販管費

811億0千万円

下期 計画

営業利益

当期純利益 14億9千万円

414億0千万円

16億0千万円

(構成比：51.0%)

(利益率：1.8%)

(利益率：2.0%)

(前期比：104.2%)
713億0千万円

上期 計画

1億7千万円

385億0千万円

▲5億0千万円

(構成比：54.0%)

(利益率：0.2%)

(利益率：-%)

(前期比：126.7%)

通期 計画

1,524億0千万円

11億0千万円

16億6千万円

799億0千万円
(構成比：52.4%)

(利益率：0.7%)

(前期比：113.7%)

(利益率：1.1%)



本資料に記載されている将来に関する記述は、本資料の日付において当社が入手
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くものであり、実際
の業績等は今後の様々な要因によって大きく異なる可能性があります。

留意事項
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