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１．平成20年３月期第３四半期の連結業績（平成19年４月１日　～　平成19年12月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年３月期第３四半期 47,511 △3.5 △1,977 － △1,471 － △2,064 －

19年３月期第３四半期 49,211 4.2 △1,331 － △597 － △1,314 －

19年３月期 66,892 － △1,935 － △772 － △747 －

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

20年３月期第３四半期 △92 32 － －

19年３月期第３四半期 △59 25 － －

19年３月期 △33 55 － －

(2）連結財政状態  

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

20年３月期第３四半期 33,036 3,281 2.5 37 01

19年３月期第３四半期 34,650 4,050 7.2 111 40

19年３月期 33,511 4,573 9.2 138 35

２．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日　～　平成20年３月31日）　【参考】

 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 １株当たり当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 64,200 △4.0 △1,900 － △1,550 － △1,900 － △84 92
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３．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　：　有

 　　 新規　２社(社名　㈱松崎、松崎生産㈱)　　除外 ２社　(社名　堀田産業㈱、㈲九州アールシー)

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他(1)をご覧ください。

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：　有

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他(2)　(加工を伴う商品の売上計上基準の変更) (ロイヤ

ルティの売上計上基準の変更) (信販会社のリベートの計上区分の変更)をご覧ください。

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

当期の業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであります。予想に内在する

さまざまな不確定要因や今後の事業運営における内外の状況変化等により、実際の業績と異なる場合があります。
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【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

当第３四半期におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題や原油価格の高騰などにより株式市場への影響

が大きく、景気の先行きは不透明感、不安感が増しております。

消費を取り巻く環境をみると、相次ぐ食品偽造問題や社会保険庁の年金問題等により消費者の不安感はますます増長

し、引き続き厳しい状況が続いております。

このような状況の下、当社グループは、平成19年9月3日付で、連結子会社である堀田丸正株式会社が、株式会社松崎

及び松崎生産株式会社の全株式を取得し子会社といたしました。また、事業再編にも引き続き注力しており、利益向上

のため更なる効率化を進めております。

しかしながら、中核事業である和装事業の業界への不信感は払拭されす、更に信販問題も重なり、一向に回復の兆し

が見えないまま推移しております。また、加工を伴う商品の売上計上基準の変更等も加わり、更なる業績低下に繋がり

ました。

当第３四半期連結会計期間の売上高は、前年度から新規参入した株式会社ヤマノ1909プラザ、株式会社デイマックス

等や株式会社松崎等で約60億の増加はあったものの、売上計上基準の変更による影響が14億86百万円あり、その結果、

前第３四半期連結会計期間より16億99百万円減少し、475億11百万円となりました。

利益面におきましては、販売費及び一般管理費で新規子会社の純増が約30億円あったものの、既存子会社の経費削減

の効果もあり、当第３四半期連結会計期間では、前年同期比較で1億16百万円増に留まりました。また、子会社である堀

田丸正株式会社の本社売却による固定資産売却益約11億円を特別利益に計上しております。 

その結果、営業損失19億77百万円（前年同期比較6億46百万円損失増）、経常損失14億71百万円（前年同期比較8億74

百万円損失増）、第３四半期純損失20億64百万円（前年同期比較7億49百万円損失増）となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べて4億75百万円減少し、330億36百万円となりました。

流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べて10億7百万円増加し、220億68百万円となりました。その主な要

因は、子会社である株式会社松崎が加わったことによるものであります。

固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べて14億82百万円減少し、109億67百万円となりました。その主な要

因は、堀田丸正株式会社の本社社屋の売却によるものであります。

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて8億16百万円増加し、297億54百万円となりました。その主な要因は、

売上計上基準変更に伴い前受金20億87百万円増加し、有利子負債15億88百万円の減少によるものであります。 

純資産については、前連結会計年度末に比べて12億91百万円減少し32億81百万円となりました。　　　　　 

３．連結業績予想に関する定性的情報

通期の業績予想につきましては、概ね予想通りに推移しており、現時点において、平成19年11月27日付け平成20年３

月期中間決算短信発表時の予想を変更しておりません。

４．その他

 (1）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無

財務諸表等の作成に際しては、税金費用の計算等について一部簡便的な方法を採用しております。

 (2）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　

　(加工を伴う商品の売上計上基準の変更)

　従来、加工を伴う商品の販売は、商品の販売と加工を別個の取引と認識し、商品の販売時点で商品売上を計上、加工

が終了して顧客に商品を引渡した時点で加工売上を計上しておりましたが、当中間連結会計期間から、加工が終了し顧

客に商品を引渡した時点で商品売上及び加工売上を計上することに変更いたしました。

　この変更は、従来は商品の販売が主であり、加工については他社で請け負うケースもあり、加工を伴う取引も小さかっ

たことから、あくまでも商品の販売に伴う付随的取引と認識しており、伝票処理についても別伝票で処理し、別個の取

引として認識しておりましたが、加工を伴う取引割合が増加したこと及び引渡しまでに相当の期間を要することもあり、

一個の取引として認識することが合理的であると考えられることから、期間損益計算のより一層の適正化を図ることを

目的にし、より保守的な売上計上基準にするため行ったものであります。これに伴い、売上高が12億18百万円、売上総

利益が7億20百万円、営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失はそれぞれ6億47百万円増加し、当期純損失は6億

47百万円増加しております。
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 (ロイヤルティの売上計上基準の変更)

　従来、ロイヤルティの売上計上は、ライセンシーに対し、KANSAIブランド等を利用し商品を作る権利を付与していた

ことから 契約期間開始時に一括して売上計上をしておりましたが、期間損益計算のより一層の適正化を図ることを目的

にし、契約期間等に対応させ売上計上することといたしました。これに伴い、売上高が2億68百万円、売上総利益が2億

29百万円減少し、営業損失、経常損失、税金等調整前四半期純損失はそれぞれ2億29百万円増加、当期純損失は1億25百

万円増加しております。

 (信販会社のリベートの計上区分の変更)

　従来、信販会社のリベートについては、協賛金収入の一部として営業外収益に計上しておりましたが、当中間連結会

計期間から販売費及び一般管理費の支払手数料を相殺する方法に変更しております。

　これは、信販会社との契約において、顧客の支払回数に応じて当社が支払う手数料と当社が受け取るリベートが当初

より設定されており相殺後の純額が当社にとっての実質的な手数料負担額であることから、当社が信販会社から受け取

るリベートを相殺することにより段階利益を明確にするためのものであります。これに伴い、営業損失が1億87百万円減

少しております。
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５．（要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末
（平成19年３月期

末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

１. 現金及び預金 4,509,343 5,381,711 872,367 19.3 6,626,144

２．受取手形及び売掛金 6,221,563 6,921,482 699,918 11.2 6,300,250

３．たな卸資産 8,313,743 8,495,575 181,832 2.2 6,858,612

４．繰延税金資産 180,759 151,273 △29,485 △16.3 107,661

５．その他 1,545,279 2,805,165 1,259,886 81.5 1,372,599

　　貸倒引当金 △204,113 △1,686,218 △1,482,103 － △203,325

流動資産合計 20,566,575 22,068,990 1,502,414 7.3 21,061,943

Ⅱ　固定資産      

１．有形固定資産      

 (1)建物及び構築物 1,975,799 1,416,104 △559,695 △28.3 1,575,621

 (2)土地 2,374,731 1,296,268 △1,078,462 △45.4 1,722,908

 (3)その他 356,687 264,940 △91,747 △25.7 306,455

有形固定資産計 4,707,217 2,977,312 △1,729,905 △36.8 3,604,986

２．無形固定資産      

 (1)のれん 2,336,263 1,448,279 △887,984 △38.0 2,087,991

 (2)その他 580,367 545,535 △34,832 △6.0 498,588

無形固定資産計 2,916,631 1,993,814 △922,816 △31.6 2,586,580

３．投資その他の資産      

 (1)投資有価証券 721,173 600,129 △121,043 △16.8 603,814

 (2)敷金・保証金 4,680,102 4,503,973 △176,128 △3.8 4,733,247

 (3)繰延税金資産 524,969 333,452 △191,517 △36.5 303,167

 (4)その他 1,678,685 2,170,617 491,931 29.3 1,956,866

 貸倒引当金 △1,144,941 △1,612,207 △467,265 － △1,339,460

投資その他の資産計 6,459,989 5,995,965 △464,023 △7.2 6,257,634

固定資産合計 14,083,838 10,967,092 △3,116,745 △22.1 12,449,201

資産合計 34,650,414 33,036,083 △1,614,331 △4.7 33,511,145
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科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末
（平成19年３月期

末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

１．支払手形及び買掛金 9,287,338 9,808,150 520,812 5.6 8,303,918

２．短期借入金 3,485,489 4,802,465 1,316,976 37.8 3,135,059

３．１年以内返済予定長期借
入金

1,876,968 1,149,847 △727,121 △38.7 1,898,801

４．１年以内償還予定社債 425,500 1,586,000 1,160,500 172.7 377,500

５．未払金 1,654,550 1,602,507 △52,043 △3.1 1,826,178

６．前受金 882,116 2,970,087 2,087,970 136.7 1,699,549

７．未払法人税等 243,060 175,638 △67,421 △27.7 922,290

８．賞与引当金 287,643 248,777 △38,866 △13.5 218,273

９．返品調整引当金 57,523 88,941 31,418 54.6 66,707

10．ポイント引当金 － 32,900 32,900 － 77,228

11．株主優待引当金 － 4,500 4,500 － 4,500

12．その他 2,156,895 2,292,206 135,311 6.3 1,603,196

流動負債合計 20,357,085 24,762,022 4,404,936 21.6 20,133,203

Ⅱ　固定負債      

１．社債 2,731,750 493,750 △2,238,000 △81.9 2,249,750

２．長期借入金 4,426,880 2,120,870 △2,306,009 △52.1 4,080,014

３．繰延税金負債 232,365 8,954 △223,410 △96.1 25,548

４．退職給付引当金 299,718 566,095 266,376 88.9 288,007

５．役員退職給付引当金 253,000 186,143 △66,857 △26.4 260,973

６．負ののれん 679,968 565,942 △114,026 △16.8 682,033

７．その他 1,619,114 1,050,759 △568,354 △35.1 1,218,410

固定負債合計 10,242,798 4,992,515 △5,250,282 △51.3 8,804,737

負債合計 30,599,884 29,754,537 △845,346 △2.8 28,937,941
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科目

前年同四半期末
（平成19年３月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成20年３月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末
（平成19年３月期

末）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

１．資本金 1,222,399 1,225,855 3,456 0.3 1,222,399

２．資本剰余金 1,760,389 1,652,124 △108,265 △6.2 1,760,389

３．利益剰余金 △561,212 △2,058,633 △1,497,420 － 5,872

４．自己株式 △3,009 △3,016 △6 － △3,009

株主資本合計 2,418,567 816,331 △1,602,235 △66.2 2,985,652

Ⅱ　評価・換算差額等      

１．その他有価証券評価差額
金

27,079 △9,305 △36,384 － 54,950

２．繰延ヘッジ損益 17,020 10,266 △6,754 △39.7 16,430

３．為替換算調整勘定 13,241 10,126 △3,114 △23.5 33,375

評価・換算差額等合計 57,341 11,087 △46,253 △80.7 104,755

Ⅲ　少数株主持分 1,574,621 2,454,125 879,504 55.9 1,482,796

純資産合計 4,050,529 3,281,545 △768,984 △19.0 4,573,204

負債、純資産合計 34,650,414 33,036,083 △1,614,331 4.7 33,511,145
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年３月期
第３四半期）

当四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

増減
（参考）前期

（平成19年３月期）

金額（千円） 金額（千円）
金額

（千円）
増減率
（％）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 49,211,056 47,511,736 △1,699,319 △3.5 66,892,017

Ⅱ　売上原価 27,676,548 26,739,603 △936,945 △3.4 37,842,365

売上総利益 21,534,507 20,772,133 △762,374 △3.5 29,049,652

Ⅲ　販売費及び一般管理費 22,866,058 22,749,870 △116,188 △0.5 30,985,542

営業損失 1,331,550 1,977,737 △646,186 － 1,935,889

Ⅳ　営業外収益 1,096,003 805,683 △290,320 △26.5 1,634,247

Ⅴ　営業外費用 361,911 299,674 △62,237 △17.2 470,884

経常損失 597,458 1,471,728 △874,269 － 772,525

Ⅵ　特別利益 224,124 1,448,133 1,224,008 546.1 2,817,237

Ⅶ　特別損失 684,376 692,632 8,255 1.2 1,779,189

税金等調整前四半期純損失
又は税金等調整前当期純利
益

△1,057,710 △716,227 341,482 － 265,521

法人税、住民税及び事業税 293,269 290,439 △2,829 △1.0 1,025,220

法人税等調整額 178,184 △73,506 △251,690 － 300,687

還付法人税等 △18,007 △5,074 △12,933 － △18,007

少数株主利益又は少数株主
損失(△)

△196,259 1,136,419 1,332,679 － △295,359

四半期（当期）純損失 1,314,897 2,064,505 △749,607 － 747,019
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 1,198,219 1,736,241 878,047 △3,009 3,809,499

連結会計年度中の変動額

新株の発行 24,180 24,148 － － 48,328

剰余金の配当　(注) － － △110,335 － △110,335

利益処分による役員賞与 － － △14,027 － △14,027

当期純損失 － － △1,314,897 － △1,314,897

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

24,180 24,148 △1,439,259 － △1,390,931

平成18年12月31日　残高（千円） 1,222,399 1,760,389 △561,212 △3,009 2,418,567

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損
益

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成18年３月31日　残高（千円） 76,677 － 32,103 108,780 1,416,846 5,335,126

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － － － － － 48,328

剰余金の配当　(注) － － － － － △110,335

利益処分による役員賞与 － － － － － △14,027

当期純損失 － － － － － △1,314,897

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△49,597 17,020 △18,862 △51,439 157,775 106,336

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△49,598 17,020 △18,862 △51,439 157,775 △1,284,596

平成18年12月31日 残高（千円） 27,079 17,020 13,241 57,341 1,574,621 4,050,529

 (注)　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当第３四半期連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年12月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高（千円） 1,222,399 1,760,389 5,872 △3,009 2,985,652

連結会計年度中の変動額

新株の発行 3,456 3,420 － － 6,876

剰余金の配当 － △111,685 － － △111,685

当期純損失(△) － － △2,064,505 － △2,064,505

自己株式の取得 － －  △6 △6

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

3,456 △108,265 △2,064,505 △6 △2,169,320

平成19年12月31日　残高（千円） 1,225,855 1,652,124 △2,058,633 △3,016 816,331

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損
益

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成19年３月31日 残高（千円） 54,950 16,430 33,375 104,755 1,482,796 4,573,204

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － － － － － 6,876

剰余金の配当 － － － － － △111,685

当期純損失(△) － － － － － △2,064,505

自己株式の取得 － － － － － △6

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△64,255 △6,163 △23,249 △93,667 971,329 877,661

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△64,255 △6,163 △23,249 △93,667 971,329 △1,291,658

平成19年12月31日 残高（千円） △9,305 10,266 10,126 11,087 2,454,125 3,281,545
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(参考) 前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高（千円） 1,198,219 1,736,241 878,047 △3,009 3,809,499

連結会計年度中の変動額

新株の発行 24,180 24,148 － － 48,328

剰余金の配当 (注) － － △110,335 － △110,335

利益処分による役員賞与 － － △14,821 － △14,821

当期純損失 － － △747,019 － △747,019

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

24,180 24,148 △872,175 － △823,847

平成19年３月31日　残高（千円） 1,222,399 1,760,389 5,872 △3,009 2,985,652

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証
券評価差額金

繰延ヘッジ損
益

為替換算調整
勘定

評価・換算差
額等合計

平成18年３月31日 残高（千円） 76,677 － 32,103 108,780 1,416,846 5,335,126

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － － － － － 48,328

剰余金の配当 (注) － － － － － △110,335

利益処分による役員賞与 － － － － － △14,821

当期純損失 － － － － － △747,019

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△21,727 16,430 1,272 △4,024 65,950 61,925

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△21,727 16,430 1,272 △4,024 65,950 △761,922

平成19年３月31日 残高（千円） 54,950 16,430 33,375 104,755 1,482,796 4,573,204

 (注)　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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