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（百万円未満切捨て）  

１．平成 21 年１月期第１四半期の連結業績（平成 20 年２月１日～平成 20 年４月 30 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   ％

21 年１月期第１四半期 2,569 (  17.9)  △186    (―) △214   (―) △229  (―)

20 年１月期第１四半期 2,180 (△10.5)  △288    (―) △291   (―) △298  (―)

20 年１月期 10,172  (△7.2) △1,161    (―)  △1,228  (―) △953    (―)

 

 
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

21 年１月期第１四半期 △11    02 －  －

20年１月期第１四半期 △16    36 －  －

20 年１月期 △52  43 －  －

(注) 当四半期、前年同四半期及び前期における潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益に 
ついては、四半期（当期）純損失であるため、記載しておりません。 

 
(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

21 年１月期第１四半期 8,390 △534 △9.6 △27  84

20 年１月期第１四半期 9,610 408 1.2 △130  44

20 年１月期 8,031 △238 △6.8 △167  11

(注) 前年同四半期及び前期における１株当たり純資産は、優先株式の発行価額2,500百万円を控除した、
普通株式に係る純資産を普通株式の発行済株式総数（自己株式を控除した株式数）で除して算出して
おります。 

 
２．平成 21 年１月期の連結業績予想（平成 20 年２月１日～平成 21 年１月 31 日）     【参考】 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 

 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

中  間  期 

通     期 

6,150  (9.8) 

12,200 (19.9) 

10 (－)

60 (－)

10 (－)

60 (－)

20 (－) 

70 (－) 

0   69

2   49
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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） 

： 無 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 ： 有 
(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 
上記に記載した業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成し

たものであります。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 
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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１四半期（平成 20 年２月１日から平成 20 年４月 30 日まで）における我が国経済は、米国のサ

ブプライムローン問題に端を発した金融に対する不安により原油・原材料価格の高騰、生活必需品の高

騰など企業業績、個人消費とも先行き不透明な状況が続いております。 

アパレル業界におきましては、小売の業態間競争の激化、消費トレンドの多様化に加えて、諸物価高

騰による消費者の買い控えなどにより衣料品の販売不振など依然として厳しい環境が続いております。 

このような状況のなかで、当社グループの売上高は 25 億６千９百万円（前年同期比 17.9％増）とな

りました。量販店部門はやや苦戦いたしましたが、売上比率の高い百貨店ドレスシャツ部門が、前年度

流通在庫を削減し、より効率的な在庫管理に努めたことにより返品が大幅に減少したため、昨年を上回

りました。また、オーダーシャツ部門・カジュアルウェア部門も順調に推移し、直営ショップについて

は、本年３月に１店舗新規オープンいたしました。 

営業損失につきましては、売上高の増加による売上総利益が増加したものの、販売費及び一般管理費

の人件費などが増加したため、１億８千６百万円(前年同期は営業損失２億８千８百万円)となりました。 

経常損失につきましては、上記の理由に加え、支払利息などの増加により２億１千４百万円(前年同

期は経常損失２億９千１百万円)となりました。 

当四半期純損失につきましては、上記の理由に加え、固定資産売却益２千５百万円があるものの株式

交換に関する諸費用および固定資産除却損を特別損失として３千８百万円計上したため、２億２千９百

万円(前年同期は四半期純損失２億９千８百万円)となりました。 

なお、当第１四半期の業績は概ね計画通り推移しております。 

また、当社は、親会社である日清紡績株式会社の完全子会社となる、株式交換をおこなう準備を進め

ております。詳細につきましては平成 20 年３月 11 日公表しております｢日清紡績株式会社によるＣＨ

ＯＹＡ株式会社の株式交換による完全子会社化に関するお知らせ｣をご参照ください。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 
当第１四半期末における総資産は、前連結会計年度末に比べ３億５千８百万円増加し 83 億９千万円

となりました。主な要因は、受取手形及び売掛金の増加５億３千万円、たな卸資産の増加２億１千９百

万円、現金及び預金の減少１億７千９百万円、土地の減少２億４千５百万円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６億５千５百万円増加し 89 億２千５百万円となりま

した。主な要因は、短期借入金の増加５億３千４百万円、支払手形及び買掛金の増加２億３千９百万円

によるものであります。 

純資産につきましては、四半期純損失２億２千９百万円を計上したため、前連結会計年度末に比べ２

億９千６百万円減少し、５億３千４百万円の債務超過となりました。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 
平成 21 年１月期の業績予想は、平成 20 年３月 21 日の決算発表時に公表致しました通り、現在のと

ころ変更はございません。 

 

４．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） 

該当事項はありません。 

 

(2) 会計処理の方法における簡便な方法の採用 

税金費用の計上及びその他の一部の会計処理について簡便な方法を採用しております。 

 

(3) 最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更 

会計基準の変更に伴い、下記会計基準の早期適用をおこなっております。 

・企業会計基準第９号｢棚卸資産の評価に関する会計基準｣ 

・企業会計基準第 13 号｢リース取引に関する会計基準｣ 
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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                     （単位：千円、％） 

前年同四半期末 

(平成 20 年１月期

第１四半期末) 

当四半期末 

(平成 21 年１月期

第１四半期末) 

増  減 
（参考）前期末 

(平成20年１月期末)科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

（資産の部）   

Ⅰ 流動資産   

現金及び預金 1,019,962 592,508 △427,454 △41.9 772,260

受取手形及び売掛金 2,179,131 2,378,672 199,540 9.2 1,848,152

たな卸資産 3,397,191 3,090,594 △306,597 △9.0 2,871,553

その他 212,321 213,184 863 0.4 184,520

流動資産合計 6,808,607 6,274,959 △533,647 △7.8 5,676,485

Ⅱ 固定資産   

 1.有形固定資産   

建物及び構築物     993,238     580,375 △412,863 △41.6 594,151

土地 958,889 593,933 △364,956 △38.1 839,433

その他 173,771 195,046 21,274 12.2 195,247

有形固定資産合計 2,125,899 1,369,354 △756,545 △35.6 1,628,832

2.無形固定資産 340,065 355,654 15,589 4.6 328,161

3.投資その他の資産 334,930 390,390 55,460 16.6 397,934

固定資産合計 2,800,895 2,115,399 △685,495 △24.5 2,354,929

Ⅲ 繰延資産 779 292 △487 △62.5 389

  資産合計 9,610,281 8,390,651 △1,219,629 △12.7 8,031,804

（負債の部）      

Ⅰ 流動負債   

支払手形及び買掛金 1,861,685 1,712,971 △148,714 △8.0 1,473,898

短期借入金 5,283,949 5,202,794 △81,154 △1.5 4,668,508

その他 872,228 759,864 △112,363 △12.9 887,811

流動負債合計 8,017,862 7,675,630 △342,232 △4.3 7,030,218

Ⅱ 固定負債  

退職給付引当金 1,069,053 1,128,613 59,560 5.6 1,127,421

その他 115,066 121,165 6,099 5.3 112,427

固定負債合計 1,184,119 1,249,778 65,659 5.5 1,239,849

負債合計 9,201,982 8,925,409 △276,572 △3.0 8,270,068

（純資産の部）   

Ⅰ 株主資本   

資本金 4,594,441 4,594,441 － － 4,594,441

利益剰余金 △4,525,131 △5,412,463 △887,332 － △5,180,391

自己株式 △14,080 △14,558 △477 － △14,465

株主資本合計 55,228 △832,580 △887,809 － △600,415

Ⅱ 評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 9,470 △2,498 △11,969 － △4,574

繰延ヘッジ損益 － △5,466 △5,466 － △652

為替換算調整勘定 55,163 34,476 △20,687 △37.5 59,578

評価・換算差額等合計 64,633 26,510 △38,123 △59.0 54,351

Ⅲ 少数株主持分 288,437 271,312 △17,124 △5.9 307,800

純資産合計 408,299 △534,757 △943,057 － △238,263

負債､純資産合計 9,610,281 8,390,651 △1,219,629 △12.7 8,031,804
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(2) （要約）四半期連結損益計算書 

（単位：千円、％） 

前年同四半期 

(平成 20 年１月期

第１四半期) 

当四半期 

(平成 21 年１月期

第１四半期) 

増  減 
（参考）前期 

(平成 20 年１月期)科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 

Ⅰ 売上高 2,180,183 2,569,580 389,397 17.9 10,172,916

Ⅱ 売上原価 1,370,589 1,546,574 175,984 12.8 6,508,636

売上総利益 809,593 1,023,006 213,412 26.4 3,664,280

Ⅲ 販売費及び 

一般管理費 
1,097,752 1,209,290 111,537 10.2 4,826,136

営業損失 288,158 186,284 △101,874 － 1,161,855

Ⅳ 営業外収益 11,016 7,607 △3,408 △30.9 65,612

Ⅴ 営業外費用 14,251 35,878 21,626 151.8 131,911

経常損失 291,393 214,554 △76,839 － 1,228,154

Ⅵ 特別利益 － 25,765 25,765 － 426,809

Ⅶ 特別損失 175 38,109 37,933 21,676.6 109,502

税金等調整前四

半期（当期）純

損失 

291,569 226,898 △64,670 － 910,847

税金費用等 3,200 182 △3,018 △94.3 23,078

少数株主利益 3,785 2,352 △1,433 △37.9 19,889

四半期（当期）純

損失 
298,554 229,432 △69,122 － 953,814

 


