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代表取締役社長　　保元  道宣

株主の皆様におかれましては、平素より格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。
第74期第２四半期連結累計期間（2020年３月１日から2020年８月31日まで）の事業の概況等

につきましてご報告申しあげます。
当社グループは、「人々の生活に潤いと彩りを提供するおしゃれの世界」を事業領域に定め、

「ファッション」を生活文化として提案することによって新しい価値やライフスタイルを
創造し、人々の豊かな生活づくりへ貢献することを経営理念としております。

上期におきましては、世界的な新型コロナウイルス感染症の影響が継続する極めて厳しい
経営環境に対応すべく、成長販路であるEコマースの更なる拡大を図る一方で、展開ブランドの
集約、不採算店舗の撤退を進め、仕入の抑制や固定費の削減に努めてまいりました。

今後は、欧州事業の構造改革を最優先課題と位置付けて、可能な限り速やかに実行して
まいります。国内事業につきましては、ウィズコロナ時代の新たなライフスタイルに適応する
ため、商品改革や販路改革を含めた総合的な事業構造改革を徹底して推進してまいります。

また、好調に推移しておりますデジタル、カスタマイズ、ライフスタイルの3つの事業
領域におけるグループ成長戦略を引き続き加速してまいります。

今後も株主の皆様をはじめ、全てのステークホルダーにご満足いただける質の高い商品、
サービスの提供に努めてまいりますので、変わらぬご理解とご支援を心よりお願い申し
あげます。

株主の皆様へ

株主の皆様へ
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2018.2 2019.2 2020.2 2020.8（第2四半期累計）

連結売上高 243,075 240,652 248,233 80,585

連結営業利益又は損失（△） 5,167 4,461 △3,061 △11,487

連結経常利益又は損失（△） 5,928 5,161 △3,835 △11,454

親会社株主に帰属する四半期（当期）純利益
又は純損失（△） 5,366 4,948 △52,135 △15,188

連結総資産 278,133 287,554 234,316 218,088

連結1株当たり四半期（当期）純利益
又は純損失（△）（円） 36.97 35.24 △383.97 △112.26

EBITDA
（営業利益＋減価償却費および
のれん償却費）

14,065 13,274 5,079 △8,573

（百万円）

財務ハイライト
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当第２四半期連結累計期間（2020年３月１日から2020年

８月31日まで）におけるわが国経済は、世界的な新型コロナ

ウイルス感染症の影響が継続し、商業施設の営業時間の

短縮、外出自粛による消費マインドの低下と購買志向の変化、

インバウンド需要の低迷などの環境下で、極めて厳しい

状況が続いております。

当社はこのような厳しい経営環境に対応すべく、直営オン

ラインストア「オンワード・クローゼット」のテレビＣＭを放映

するなどの広告宣伝を実施し、成長販路であるＥコマースの

更なる拡大を図りました。一方で、展開ブランドの集約、

不採算店舗の撤退を進め、仕入の抑制や固定費の削減に

努めてまいりました。

事業環境と業績全般について

事業セグメント別の概況
■アパレル関連事業

国内事業は、新型コロナウイルス感染症の影響による

商業施設の休業が長期間に亘ったことで、リアル販路の

売上高が大幅に減少し、緊急事態宣言解除後は徐々に回復

傾向にあるものの、ライフスタイルの変化もあり、コロナ

影響前の水準を取り戻すことはできませんでした。

一方、巣ごもり消費やインターネット消費の拡大や広告宣伝の

効果もあり、直営オンラインストア「オンワード・クローゼット」を

中心としたＥコマースの売上高は引き続き大きく伸長しましたが、

国内事業全体では減収減益となりました。

海外事業は、決算日が異なるため、新型コロナウイルス

感染症の影響が第２四半期連結会計期間（３－５月および４－

６月）で大きく表れ、商業施設の休業や各国で発令された外出

自粛令等により、海外事業全体で減収減益となりました。

結果として、アパレル関連事業全体では減収減益となり

ました。

第74期 第２四半期連結累計期間業績実績

売 上 高 805億85百万円（前年同期比32.0％減）

営 業 利 益 △114億87百万円（前年同期比       －％）

経 常 利 益 △114億54百万円（前年同期比       －％）
親会社株主に
帰 属 す る
四半期純利益

△151億88百万円（前年同期比       －％）

「23区」

営業概況
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■ライフスタイル関連事業
ライフスタイル関連事業は、ギフト事業を行う株式会社

大和や、オーガニックヘアケア製品を取り扱う株式会社

KOKOBUYにおいて増収増益となりましたが、一方で店

舗運営をするチャコット株式会社や株式会社クリエイテ

ィブヨーコ、外出自粛令が続くグアム島でゴルフリゾート事

業を行っているオンワードビーチリゾートグァムINC.等で大

第74期（2021年２月期）連結業績予想

通期の見通し

売 上 高 1,875億00百万円（前年同期比24.5％減）

営 業 利 益 △89億45百万円（前年同期比       －％）

経 常 利 益 △84億50百万円（前年同期比       －％）

親会社株主に
帰 属 す る
当 期 純 利 益

△85億60百万円（前年同期比       －％）

「product(ザ・プロダクト)」

「自由区」

幅に減収となりました。

結果として、ライフスタイル関連事業では減収減益と

なりました。
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多様な働き方の女性たちと創る、新しい答えになる
D2Cプロジェクト新ブランド 『#Newans』 2020年秋デビュー

株式会社オンワード樫山は、変化する消費者の生活に

焦点を当てたダイレクト・トゥ・カスタマー（D2C）プロジェクト

として、新ブランド『#Newans（ハッシュ ニュアンス）』を

公式ファッション通販サイト「オンワード・クローゼット」に

おいて、今秋販売を開始しました。

働き方、価値観などが大きく変化し多様化する今、同様に

大きく変わろうとしている女性のファッションスタイルや

ファッションアイテムに対するニーズをリアルな感度で

捉えて具現化するため、20代中心の女性社員による次世代の

プロジェクトチームを発足。本当に必要な価値や要素を

消費者から抽出し、独自の企画生産方法により高品質かつ

適正価格での提供を実現しました。

商品は、キーアイテムの白シャツを基本に、シーズン

レスでノンアイロン、自宅で洗濯もできるストレスフリー

素材など、着心地やフォルム感を追求したバリエーションを

展開。ユーザーの声を反映した多様性のあるデザインの

中からそれぞれの生活シーンに合う一着を選び、長く愛用

してもらうことを目的にしています。また、様々な分野の

第一線で活躍する女性たちに、これからの時代を生きて

いく上で必要な新しい答え “New Answer” を問うインタ

ビュー企画も同時開催しました。

今後、コラボレーション企画の展開やデジタルコミュニ

ケーションの活用等による認知度アップを図り、事業の拡大を

目指していきます。

汎用性・利便性に優れ、多様なスタイルで働く女性に寄り添う、新しい時代のブランド

「#Newans」

トピックス
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環境経営への取り組み
環境活動を経営施策のひとつに掲げ、
地球と人々の共生を目指したチャレンジを続けております。

「オンワード・グリーン・キャンペーン」
今シーズンより一部の百貨店・直営路面店では常時引き取りをスタート

株式会社オンワード樫山は、経営の重点施策の一つと
して環境経営を推進しています。その一環として2009年よ
り春と秋の年2回、衣料品循環システムの構築を目指す「オ
ンワード・グリーン・キャンペーン」を、ご賛同いただいた百
貨店等との共同開催で実施してきましたが、今シーズンより
一部の百貨店・直営路面店で衣料品の常時お引き取りをス
タートしました。

回収した衣料品はリサイクルして代替エネルギーとして
利用するほか、毛布や軍手を生産しています。毛布は日本
赤十字社の協力のもと、国内外の被災地や開発途上国への
支援に活用し、軍手は、災害支援、森林保全、啓蒙活動など 様々な場面で配布しています。また、状態の良い衣料品を

「オンワード・リユースパーク」にてチャリティー価格
でご提供し、その収益を環境・社会活動に役立てています。

今春までの23シーズンで累計約90万名のお客様から
約483万点の衣料品をご提供いただき、リサイクル毛布に
よる支援活動では、東日本大震災被災地や中国・四川大地震
被災地などへ累計37,500枚を寄贈しました。

今秋のキャンペーンでは、約8万名のお客様から約36万点の
衣料品の回収を見込んでおり、初回から累計参加数は
約98万名、累計回収点数では約520万点に達する見通し
です。

ピックアップ ー C S R ー
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連結貸借対照表 （百万円）（百万円）

前期末
2020年2月29日現在

前期末
2020年2月29日現在

当第2四半期末
2020年8月31日現在

当第2四半期末
2020年8月31日現在

資産の部

流動資産 106,782 96,323

現金及び預金 28,795 26,306

受取手形及び売掛金 25,715 17,244

商品及び製品 35,733 35,354

仕掛品 2,041 1,635

原材料及び貯蔵品 5,448 6,460

その他 9,536 9,704

貸倒引当金 △488 △382

固定資産 127,534 121,764

有形固定資産 83,231 76,864

建物及び構築物 26,338 23,556

土地 42,082 38,892

その他 14,810 14,415

無形固定資産 12,160 11,574

のれん 6,127 5,702

その他 6,033 5,872

投資その他の資産 32,142 33,324

投資有価証券 13,340 13,584

退職給付に係る資産 2,704 2,461

繰延税金資産 4,232 5,724

その他 12,169 11,851

貸倒引当金 △306 △297

資産合計 234,316 218,088

負債の部
流動負債 108,743 109,188

支払手形及び買掛金 19,206 13,305
電子記録債務 13,808 7,567
短期借入金 49,359 68,725
未払法人税等 527 782
賞与引当金 835 1,392
役員賞与引当金 22 47
返品調整引当金 228 173
ポイント引当金 886 914
その他 23,868 16,278

固定負債 31,536 41,112
長期借入金 17,028 19,003
退職給付に係る負債 3,723 3,554
役員退職慰労引当金 233 209
その他 10,550 18,345

負債合計 140,279 150,300
純資産の部
株主資本 105,023 75,074

資本金 30,079 30,079
資本剰余金 50,043 50,390
利益剰余金 46,338 15,538
自己株式 △21,437 △20,934

その他の包括利益累計額 △15,211 △10,324
その他有価証券評価差額金 △4,581 △2,553
繰延ヘッジ損益 22 29
土地再評価差額金 △9,285 △6,055
為替換算調整勘定 △604 △845
退職給付に係る調整累計額 △762 △899

新株予約権 484 175
非支配株主持分 3,740 2,862
純資産合計 94,036 67,787
負債純資産合計 234,316 218,088

連結財務諸表
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（百万円）

前第2四半期
累計期間

2019年3月 1日から
2019年8月31日まで

当第2四半期
累計期間

2020年3月 1日から
2020年8月31日まで

連結損益計算書

売上高 118,466 80,585

売上原価 64,159 46,707

売上総利益 54,307 33,878

販売費及び一般管理費 55,168 45,365

営業損失（△） △861 △11,487

営業外収益 1,333 1,453

営業外費用 1,289 1,420

経常損失（△） △817 △11,454

特別利益 2,915 3,833

特別損失 25,286 7,200

税金等調整前四半期純損失（△） △23,188 △14,821

法人税等合計 789 146

四半期純損失（△） △23,978 △14,967

非支配株主に帰属する四半期純利益 454 221

親会社株主に帰属する四半期純損失（△） △24,432 △15,188
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会社の概要（2020年８月31日現在） 取締役および監査役（2020年８月31日現在）

社名

設立 1947年９月４日

資本金 300億79百万円

事業内容 純粋持株会社としてのアパレル関連事業、
ライフスタイル関連事業を営む傘下関係
会社の経営管理およびそれに附帯する業務

従業員数 125名（連結従業員数：8,666名）

所在地 東京都中央区日本橋三丁目10番5号

主要関係会社 株式会社オンワード樫山

オンワード商事株式会社

株式会社大和

チャコット株式会社

株式会社アイランド

株式会社クリエイティブヨーコ

株式会社オンワードパーソナルスタイル

株式会社オンワードクリエイティブセンター

株式会社オンワードライフデザインネットワーク

株式会社オーアンドケー

オンワードイタリアS.P.A.

ジョゼフLTD.

ジェイプレスINC.

恩瓦徳時尚貿易（中国）有限公司

オンワードビーチリゾートグァムINC．

代表取締役社長 保元道宣

専務取締役 鈴木恒則

取締役 佐藤　修

取締役 池田大介

取締役 川本　明

取締役 小室淑恵

常勤監査役 吉里博一

常勤監査役 一瀬久幸

監査役 梅津　立

監査役 草野満代

（注）1. 取締役 川本明、小室淑恵の両氏は、社外取締役です。
 2. 監査役 梅津立、草野満代の両氏は、社外監査役です。
 3.  鈴木恒則氏の戸籍上の氏名は長谷川恒則、小室淑恵氏の戸籍上

の氏名は石川淑恵です。

会社情報
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株式の状況（2020年８月31日現在） 大株主（上位10社）

所有者別株式分布状況

（注）発行済株式の総数には、 自己株式22,391千株が含まれております。

（注）個人・その他には、 自己株式が含まれております。

発行可能株式総数 400,000,000株
発行済株式の総数 157,921,669株
株主数 20,123名

金融機関 38,166千株 24.2% ■
証券会社 4,803　　 3.0 ■
その他の法人 32,625　　 20.7 ■
外国法人等 33,221　　 21.0 ■
個人・その他 49,106　　 31.1 ■

株式数
157,921
千株

（注）1.  持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
　　  2. 当社は、自己株式22,391千株を保有しております。
　　  3. 持株比率は、自己株式22,391千株を控除して計算しております。

持株比率持株数株主名

公益財団法人樫山奨学財団 8,710千株 6.4%

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 6,021 4.4
オンワードホールディングス取引先持株会 5,130 3.7
日本生命保険相互会社 4,671 3.4
第一生命保険株式会社 4,200 3.0
株式会社日本カストディ銀行（信託口） 3,861 2.8
STATE STREET BANK AND TRUST 
COMPANY 505001 3,657 2.6

株式会社三井住友銀行 2,931 2.1
東レ株式会社 2,766 2.0
株式会社日本カストディ銀行（信託口９） 2,757 2.0

株主メモ
事業年度 毎年３月１日から翌年２月末日まで

基準日 定時株主総会　２月末日
期 末 配 当 金　２月末日

定時株主総会 毎年５月中

株主名簿管理人 三菱UFJ信託銀行株式会社

特別口座の口座管理機関 三菱UFJ信託銀行株式会社

同連絡先 三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部
東京都府中市日鋼町1-1
TEL 0120－232－711（通話料無料）
郵送先
〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号
三菱UFJ信託銀行株式会社　証券代行部

上場証券取引所 東京・名古屋証券取引所
市場第１部

公告の方法 電子公告の方法により行います。ただし、電
子公告によることができない事故その他やむ
を得ない事由が生じた場合は、日本経済新聞
に掲載して行います。
公告掲載URL  https://www.onward-hd.co.jp/

株式情報
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当冊子についてのお問い合わせ先

〒103-8239 東京都中央区日本橋3-10-5
TEL.03-4512-1020

この報告書は環境に配慮した
植物油インキを使用しています。
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