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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 21,020 1.6 585 ― 221 ― 83 ―

20年１月期第１四半期 20,689 13.7 △290 ― △225 ― △275 ―

20年１月期 86,480  176  △613  △209  

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 10 76 ― ―

20年１月期第１四半期 △35 07 ― ―

20年１月期 △26 75 ― ―

 (ご参照事項）　当社は、商品輸入の決済に係る為替変動リスクを回避するため長期の通貨オプション契約等を実施

しております。当該契約の残高は、金融商品会計基準により、四半期末日当日の為替レートによる時価評価を行

い、前期末日の評価額と当四半期末日の評価額の差額を評価損益として営業外損益に計上することになっており

ます。このため、経常利益及び四半期純利益は四半期末日当日の為替レートの影響をうけることになります。会

計基準に基づく上記の経営成績だけでは、当期間の経営成績の実態を適切に把握することは困難となっておりま

す。ご参照事項として、当該評価損益を除外した経営成績を３ページに記載しております。

(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 42,463 22,987 53.6 2,944 97

20年１月期第１四半期 43,793 23,931 54.1 3,011 62

20年１月期 43,560 22,948 52.1 2,930 56

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年１月期第１四半期 △505 △725 △160 5,392

20年１月期第１四半期 △108 △289 255 2,344

20年１月期 6,518 △1,714 △498 6,791

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末  期末  年間

 円 銭  円 銭   円  銭

20年１月期 20 00 20 00 40 00

21年１月期(予想） 20 00 20 00 40 00
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３．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 40,000 0.3 △300 ― △300 ― △400 ― △51 66

通期 89,000 2.9 1,200 581.1 1,600 ― 300 ― 38 75

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）　：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　　　　　　　　　　　　：無

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。

５．個別業績の概要（平成20年２月１日　～　平成20年４月30日）　【参考】

(1）個別経営成績 （％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 17,709 3.1 675 181.5 325 12.7 183 13.1

20年１月期第１四半期 17,178 5.1 239 ― 288 ― 162 ―

20年１月期 70,831  1,042  282  10  

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 23 73 ― ―

20年１月期第１四半期 20 64 20 45

20年１月期 1 34 1 33

 (ご参照事項）　当社は、商品輸入の決済に係る為替変動リスクを回避するため長期の通貨オプション契約等を実施

しております。当該契約の残高は、金融商品会計基準により、四半期末日当日の為替レートによる時価評価を行

い、前期末日の評価額と当四半期末日の評価額の差額を評価損益として営業外損益に計上することになっており

ます。このため、経常利益及び四半期純利益は四半期末日当日の為替レートの影響をうけることになります。会

計基準に基づく上記の経営成績だけでは、当期間の経営成績の実態を適切に把握することは困難となっておりま

す。ご参照事項として、当該評価損益を除外した経営成績を３ページに記載しております。

(2）個別財政状態  

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 41,328 25,380 61.4 3,284 26

20年１月期第１四半期 42,568 26,423 62.1 3,358 19

20年１月期 42,540 25,208 59.3 3,254 17

６．平成21年１月期の個別業績予想（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 34,000 5.1 △100 ― △100 ― △100 ― △12 92

通期 73,000 3.1 1,200 15.2 1,600 465.8 750 ― 96 87

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　上記の連結及び個別の業績予想は、平成20年３月21日公表の見通し通りであります。

　なお、当該業績予想は、通貨オプション契約等残高の評価損益を中間期及び通期ともに４億円の評価減として経

常利益及び当期純利益を見込んでおります。

　本資料に記載されている業績予想は、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値と異なる場合があります。
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 ≪ご参照事項≫

　下記の経営成績の実態は、営業外損益に計上した通貨オプション契約等残高の評価損益を除外して、経常利益を計算

しております。評価損益を除外した税金等調整前四半期純利益により税金費用を再計算して四半期純利益を計算してお

ります。

(1）ご参照事項　連結経営成績の実態 （調整後の数値には下線を付しております。％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 21,020 1.6 585 ― 695 8,504.6 364 ―

20年１月期第１四半期 20,689 13.7 △290 ― 8 △65.0 △137 ―

(2）ご参照事項　個別経営成績の実態 （調整後の数値には下線を付しております。％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 17,709 3.1 675 181.5 799 53.1 465 54.5

20年１月期第１四半期 17,178 5.1 239 ― 522 233.7 301 245.1

・当社は、海外メーカーとの直接取引も行っており、輸入決済に係る為替変動リスクを回避するため長期の通貨オプ

ション契約等を利用して為替リスクのヘッジに継続的に取り組んでおります。

・当該通貨オプション契約等の契約残高は、金融商品会計基準に基づき、四半期末日・中間期末日・期末日毎に当日の

為替レート等により時価評価額を算出し、各期末日毎の時価評価額と、前年期末日における同契約残高の時価評価額

との差額を評価損益として営業外損益に計上することになっております。

・このため、経常利益及び四半期純利益は、四半期末日当日の為替レート等の影響を受けることになり、期間の経営成

績の実態を適切に把握することは困難となっております。

・通貨オプション契約等残高の評価損益は、通貨オプション契約等の行使により発生した実際の損益ではなく、各期末

日以降の将来に行使する契約残高を時価評価して計上する会計基準による計算上の損益であります。この評価損益の

累計額は、契約期間終了時までに±０となります。計算上の損益のため、実際に金銭の動きを伴いませんので、キャッ

シュ・フローにも影響いたしません。

・従いまして、この評価損益は事業活動の実態損益を表すものではありません。

・前年期末日における同契約残高の時価評価額は、18億79百万円となっており、当第１四半期末日の時価評価額は、14

億５百万円となり、評価額が減少となりました。このため、当第１四半期では、差額の４億73百万円を評価損として

営業外費用に計上しております。

・上記の計算については、当第１四半期では営業外費用に計上した評価減額４億73百万円を除外、前第１四半期では営

業外費用に計上した評価減額２億33百万円を除外して経常利益を算出し、評価損益を除外した税金等調整前四半期純

利益により税金費用を再計算して四半期純利益を計算しております。

・なお、この評価損益は、四半期末日・中間期末日・期末日毎に、各期末日における契約残高の時価評価を行い、前年

期末日の時価評価額との差額を計上します。このため、当第１四半期にて営業外費用に計上した評価減額４億73百万

円は、当中間期、第３四半期及び当期末の業績に影響を与えるものではありません。

 (通貨オプション契約等残高及び評価額の推移)　　　　　　　　　　　(単位　残高：百万ドル　評価額：百万円）

 　　　≪当期…当第１四半期末日評価額と20年１月期末日評価額との比較≫

決算期 20年１月期末 21年１月期第１四半期

 項　目 契約残高 期末評価額 契約残高(注) 期末評価額 

 金　額 180 1,879 207 1,405

 前期末との差額(百万円) 評価額減 △1,906 評価額減 △473

 期末日為替レート １ドル＝106円40銭 １ドル＝104円14銭 

 　　　　(注）平成20年２月22日付にて、36百万ドルの新規契約を締結しましたので契約残高が増加しております。

 　　　≪前期…前第１四半期末日評価額と19年１月期末日評価額との比較≫

決算期 19年１月期末 20年１月期第１四半期

 項　目 契約残高 期末評価額 契約残高 期末評価額 

 金　額 216 3,785 207 3,552

前期末との差額(百万円) 評価額増 622 評価額減 △233

 期末日為替レート １ドル＝121円73銭 １ドル＝119円80銭 
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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１四半期は、製造卸売グループでは、総合チャネル卸売事業で、主力のカットソー、ニット商品が業績を伸ばし、

前年同期に不振であったブランド商品群の収益改善が進みました。ＯＥＭ事業でも、事業譲受による統合効果が現れ大

きく収益が向上いたしました。

　また、小売事業を展開するＳＰＡグループでは、収益構造の改善効果が現れてきており連結の収益改善に寄与いたし

ました。

　以上の結果、売上高は210億20百万円（前年同期比1.6%増）、営業利益は５億85百万円（前年同期は営業損失２億90百

万円）となりました。

　また、営業外収益は、通貨オプション契約等の実行による為替差益59百万円等により１億26百万円となり、営業外費

用は、通貨オプション契約等残高の評価減額４億73百万円を計上したこと等により４億90百万円となりました。

　この結果、経常利益は２億21百万円（前年同期は経常損失２億25百万円）、四半期純利益は83百万円（前年同期は四

半期純損失２億75百万円）となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べ10億97百万円減少し424億63百万円となりました。 これは、

棚卸資産が10億11百万円及び投資有価証券が２億89百万円増加したものの、現金及び預金が13億99百万円、受取手形及

び売掛金が６億32百万円減少したこと等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11億36百万円減少し194億75百万円となりました。これは、支払手形及

び買掛金が５億21百万円減少したこと等によるものであります。

　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ39百万円増加し229億87百万円となりました。これは、利益剰余金が

71百万円減少したものの、その他有価証券評価差額金が１億23百万円増加したこと等によるものであります。その結果、

自己資本比率は1.5ポイント改善し、１株当たり純資産は14円41銭増加しております。

 （連結キャッシュ・フローの状況）

　営業活動の結果使用した資金は５億５百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純利益が２億13百万円、売

上債権の減少が６億30百万円となったものの、棚卸資産の増加が10億11百万円、未払金の減少が６億26百万円、仕入債

務の減少が５億20百万円となったこと等によるものであります。

　投資活動の結果使用した資金は７億25百万円となりました。これは、主に有形固定資産の取得による支出が１億33百

万円、無形固定資産の取得による支出が３億91百万円となったこと等によるものであります。

　財務活動の結果使用した資金は１億60百万円となりました。これは、短期借入金が60百万円増加したものの、配当金

の支払による支出が１億51百万円、長期借入金の返済による支出が50百万円となったこと等によるものであります。

　以上の結果、当第１四半期の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ13億99百万円減少し53

億92百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　業績予想については、平成20年３月21日公表の見通し通りであります。

　なお、当該業績予想は、通貨オプション契約等残高の評価損益を中間期及び通期ともに４億円の評価減として経常利

益及び当期純利益を見込んでおります。

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

　法人税等の計上基準は、簡便的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

　該当事項はありません。
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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）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金及び預金 2,344 5,392 3,048  6,791

受取手形及び売掛金 17,275 15,994 △1,281  16,626

棚卸資産 4,770 4,361 △409  3,349

金融派生商品 3,572 1,377 △2,195  1,785

その他 552 602 49  521

流動資産合計 28,515 27,727 △788 △2.8 29,076

Ⅱ　固定資産      

有形固定資産      

 建物及び構築物 3,441 3,106 △335  3,072

 土地 2,548 2,633 85  2,633

 その他 614 632 17  641

有形固定資産合計 6,604 6,372 △232 △3.5 6,347

無形固定資産 1,957 2,216 258 13.2 2,300

投資その他の資産      

投資有価証券 4,724 3,937 △787  3,647

その他 1,989 2,209 219  2,188

投資その他の資産合計  6,714 6,147 △567 △8.5 5,836

固定資産合計 15,277 14,735 △541 △3.5 14,484

資産合計 43,793 42,463 △1,329 △3.0 43,560
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科目

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）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

支払手形及び買掛金 10,022 11,417 1,394  11,938

短期借入金 2,765 2,540 △225  2,480

１年以内返済予定長期借
入金 

201 201 －  201

その他 4,261 3,114 △1,147  3,720

流動負債合計 17,250 17,273 22 0.1 18,340

Ⅱ　固定負債      

長期借入金 638 437 △201  487

長期未払金 194 143 △50  182

退職給付引当金 1,151 1,235 83  1,224

その他 625 385 △240  376

固定負債合計 2,610 2,201 △409 △15.6 2,271

負債合計 19,861 19,475 △386 △1.9 20,611

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

資本金 1,944 1,944 － － 1,944

資本剰余金 2,007 2,007 － － 2,007

利益剰余金 18,483 18,309 △173 △0.9 18,381

自己株式 △154 △316 △162 105.5 △298

株主資本合計 22,281 21,944 △336 △1.5 22,034

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額
金 

1,392 831 △560 △40.3 707

繰延ヘッジ損益 12 △16 △28 － △55

為替換算調整勘定 11 △0 △12 － 15

評価・換算差額等合計 1,415 814 △601 △42.5 667

Ⅲ　少数株主持分 234 229 △5 △2.3 246

純資産合計 23,931 22,987 △943 △3.9 22,948

負債、純資産合計 43,793 42,463 △1,329 △3.0 43,560
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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）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 20,689 21,020 331 1.6 86,480

Ⅱ　売上原価 15,269 14,642 △626 △4.1 62,268

売上総利益 5,420 6,378 958 17.7 24,211

返品調整引当金戻入額 87 78 △9 △10.6 87

返品調整引当金繰入額 83 82 △0 △0.6 78

差引売上総利益 5,424 6,373 949 17.5 24,220

Ⅲ　販売費及び一般管理費 5,714 5,788 74 1.3 24,044

営業利益　
又は営業損失(△)

△290 585 875 － 176

Ⅳ　営業外収益 317 126 △190 △60.0 1,187

Ⅴ　営業外費用 252 490 237 94.2 1,976

経常利益又は
経常損失(△）

△225 221 447 － △613

Ⅵ　特別利益 － 5 5 － 0

Ⅶ　特別損失 24 13 △11 △47.0 663

税金等調整前四半期純利益
又は四半期（当期）純損失
(△）

△250 213 463 － △1,276

税金費用 127 148 20 15.7 △976

少数株主損失（△） △102 △17 84 82.6 △89

四半期純利益又は四半期
（当期）純損失(△)

△275 83 359 － △209

 当四半期（平成21年１月期第１四半期）

（注）営業外収益の主要項目   

為替差益 59百万円 

営業外費用の主要項目   

 デリバティブ評価損 473百万円 
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前第１四半期連結会計期間（自　平成19年２月１日　至　平成19年４月30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１月31日　残高
（百万円）

1,944 2,007 18,917 △154 22,714

第１四半期連結会計期間中の変動
額

剰余金の配当   △157  △157

四半期純損失   △275  △275

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

     

第１四半期連結会計期間中の変動
額合計（百万円）

－ － △433 － △433

平成19年４月30日　残高
（百万円）

1,944 2,007 18,483 △154 22,281

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１月31日　残高
（百万円）

1,662 12 11 1,686 336 24,738

第１四半期連結会計期間中の変動
額

剰余金の配当      △157

四半期純損失      △275

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

△270 △0 0 △271 △102 △373

第１四半期連結会計期間中の変動
額合計（百万円）

△270 △0 0 △271 △102 △806

平成19年４月30日　残高
（百万円）

1,392 12 11 1,415 234 23,931
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当第１四半期連結会計期間（自　平成20年２月１日　至　平成20年４月30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20年１月31日　残高
（百万円）

1,944 2,007 18,381 △298 22,034

第１四半期連結会計期間中の変動
額

剰余金の配当   △154  △154

四半期純利益   83  83

自己株式の取得    △18 △18

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

     

第１四半期連結会計期間中の変動
額合計（百万円）

－ － △71 △18 △90

平成20年４月30日　残高
（百万円）

1,944 2,007 18,309 △316 21,944

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20年１月31日　残高
（百万円）

707 △55 15 667 246 22,948

第１四半期連結会計期間中の変動
額

剰余金の配当      △154

四半期純利益      83

自己株式の取得      △18

株主資本以外の項目の第１四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

123 38 △15 146 △17 129

第１四半期連結会計期間中の変動
額合計（百万円）

123 38 △15 146 △17 39

平成20年４月30日　残高
（百万円）

831 △16 △0 814 229 22,987
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成19年２月１日　至　平成20年１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１月31日　残高
（百万円）

1,944 2,007 18,917 △154 22,714

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △314  △314

当期純損失   △209  △209

自己株式の取得    △162 △162

自己株式の処分   △10 18 7

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
（百万円）

－ － △535 △144 △679

平成20年１月31日　残高
（百万円）

1,944 2,007 18,381 △298 22,034

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１月31日　残高
（百万円）

1,662 12 11 1,686 336 24,738

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当      △314

当期純損失      △209

自己株式の取得      △162

自己株式の処分      7

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△954 △68 3 △1,019 △89 △1,109

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△954 △68 3 △1,019 △89 △1,789

平成20年１月31日　残高
（百万円）

707 △55 15 667 246 22,948
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

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）

（参考）前期
（平成20年１月期）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー    

税金等調整前四半期純利益又は四半期(当期)純

損失(△は純損失) 
△250 213 △1,276

減価償却費 190 167 828

賞与引当金の増減額(△は減少) 137 136 △1

ポイント引当金の増減額(△は減少) － 7 67

受取利息及び受取配当金 △13 △22 △71

支払利息 12 12 50

デリバティブ評価損益(△は評価益) 233 473 1,906

売上債権の増減額(△は増加) △736 630 △87

棚卸資産の増減額(△は増加) △1,101 △1,011 303

仕入債務の増減額(△は減少) 2,822 △520 4,737

未払金の増減額(△は減少) △277 △626 148

その他 32 108 1,101

　　　　　　小計 1,048 △429 7,707

利息及び配当金の受取額 16 24 71

利息の支払額 △12 △12 △50

法人税等の支払額 △1,160 △87 △1,221

その他 － － 11

営業活動によるキャッシュ・フロー △108 △505 6,518

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 － △100 －

有形固定資産の取得による支出 △187 △133 △957

無形固定資産の取得による支出 △25 △391 △314

投資有価証券の取得による支出 △38 △80 △195

保証金の差入による支出 △37 △35 △106

その他 △0 15 △140

投資活動によるキャッシュ・フロー △289 △725 △1,714

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額(△は減少) 458 60 173

長期借入金の返済による支出 △50 △50 △201

新株引受権の権利行使に伴う収入 － － 7

自己株式の取得による支出 － △18 △162

配当金の支払額 △151 △151 △314

財務活動によるキャッシュ・フロー 255 △160 △498

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △7 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △141 △1,399 4,306

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,485 6,791 2,485

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 2,344 5,392 6,791
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(5）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期（平成20年１月期第１四半期）

当社及び連結子会社は、衣料品事業のみを営む単一セグメントのため、該当事項はありません。 

当四半期（平成21年１月期第１四半期）

当社及び連結子会社は、衣料品事業のみを営む単一セグメントのため、該当事項はありません。

（参考）前期（平成20年１月期）

 当社及び連結子会社は、衣料品事業のみを営む単一セグメントのため、該当事項はありません。

〔所在地別セグメント情報〕

前年同四半期（平成20年１月期第１四半期）

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の売上高の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。

当四半期（平成21年１月期第１四半期）

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の売上高の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

（参考）前期（平成20年１月期）

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の売上高の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。
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６．（要約）四半期個別財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

科目

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）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金及び預金 1,962 4,874 2,911  6,135

受取手形 672 499 △173  597

売掛金 15,279 14,137 △1,142  14,598

棚卸資産 3,105 3,024 △80  2,311

金融派生商品 3,571 1,377 △2,194  1,785

その他 493 451 △42  485

流動資産合計 25,085 24,363 △722 △2.9 25,914

Ⅱ　固定資産      

有形固定資産      

建物 2,343 2,350 7  2,378

土地 2,537 2,633 96  2,633

その他 316 393 77  400

有形固定資産合計 5,196 5,377 180 3.5 5,412

無形固定資産 539 1,150 610 113.1 1,146

投資その他の資産      

投資有価証券 6,909 6,119 △789  5,832

関係会社長期貸付金 4,119 2,590 △1,529  2,500

その他 717 1,726 1,008  1,734

投資その他の資産合計 11,746 10,436 △1,309 △11.2 10,066

固定資産合計 17,482 16,964 △518 △3.0 16,626

資産合計 42,568 41,328 △1,240 △2.9 42,540
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科目

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）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

買掛金 8,335 10,160 1,825  10,968

短期借入金 1,620 900 △720  1,000

１年以内返済予定長期借
入金 

201 201 －  201

その他 3,519 2,516 △1,003  2,920

流動負債合計 13,676 13,778 102 0.7 15,091

Ⅱ　固定負債      

長期借入金 638 437 △201  487

退職給付引当金 1,134 1,221 86  1,212

その他 694 510 △183  540

固定負債合計 2,468 2,168 △299 △12.1 2,240

負債合計 16,144 15,947 △197 △1.2 17,331

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

資本金 1,944 1,944 － － 1,944

資本剰余金 2,007 2,007 － － 2,007

利益剰余金 21,227 20,936 △291 △1.4 20,907

自己株式 △154 △316 △162 105.5 △298

株主資本合計 25,024 24,570 △454 △1.8 24,560

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額
金 

1,387 826 △560 △40.4 703

繰延ヘッジ損益 11 △16 △28 － △55

評価・換算差額等合計 1,398 810 △588 △42.1 648

純資産合計 26,423 25,380 △1,043 △3.9 25,208

負債、純資産合計 42,568 41,328 △1,240 △2.9 42,540
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(2）（要約）四半期損益計算書

科目

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）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 17,178 17,709 531 3.1 70,831

Ⅱ　売上原価 13,742 13,250 △492 △3.6 55,707

売上総利益 3,435 4,458 1,023 29.8 15,124

返品調整引当金戻入額 86 77 △8 △10.0 86

返品調整引当金繰入額 82 79 △3 △3.6 77

差引売上総利益 3,439 4,457 1,017 29.6 15,132

Ⅲ　販売費及び一般管理費 3,199 3,781 582 18.2 14,090

営業利益 239 675 435 181.5 1,042

Ⅳ　営業外収益 360 180 △179 △49.8 1,409

Ⅴ　営業外費用 311 530 219 70.3 2,168

経常利益 288 325 36 12.7 282

Ⅵ　特別利益 － 0 0 － 512

Ⅶ　特別損失 5 2 △3 △65.5 1,807

税引前四半期純利益又は税
引前当期純損失(△)

282 323 41 14.5 △1,012

税金費用 120 140 19 16.5 △1,023

四半期（当期）純利益 162 183 21 13.1 10

当四半期（平成21年１月期第１四半期）

（注）営業外収益の主要項目  

 為替差益 60百万円

営業外費用の主要項目  

デリバティブ評価損 　　　473百万円
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(3）（要約）四半期株主資本等変動計算書

前第１四半期会計期間（自　平成19年２月１日　至　平成19年４月30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

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年１月31日　残高
（百万円）

1,944 2,007 2,007 223 17,000 3,998 21,222 △154 25,019

第１四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当      △157 △157  △157

四半期純利益      162 162  162

株主資本以外の項目の第１
四半期会計期間中の変動額
（純額）

         

第１四半期会計期間中の変動額
合計（百万円）

－ － － － － 5 5 － 5

平成19年４月30日　残高
（百万円）

1,944 2,007 2,007 223 17,000 4,003 21,227 △154 25,024

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成19年１月31日　残高
（百万円）

1,659 12 1,672 26,692

第１四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当    △157

四半期純利益    162

株主資本以外の項目の第１四
半期会計期間中の変動額（純
額）

△272 △1 △273 △273

第１四半期会計期間中の変動額
合計（百万円）

△272 △1 △273 △268

平成19年４月30日　残高
（百万円）

1,387 11 1,398 26,423
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当第１四半期会計期間（自　平成20年２月１日　至　平成20年４月30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

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成20年１月31日　残高
（百万円）

1,944 2,007 2,007 223 17,000 3,683 20,907 △298 24,560

第１四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当      △154 △154  △154

四半期純利益      183 183  183

自己株式の取得        △18 △18

株主資本以外の項目の第１
四半期会計期間中の変動額
（純額）

         

第１四半期会計期間中の変動額
合計（百万円）

－ － － － － 28 28 △18 10

平成20年４月30日　残高
（百万円）

1,944 2,007 2,007 223 17,000 3,712 20,936 △316 24,570

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成20年１月31日　残高
（百万円）

703 △55 648 25,208

第１四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当    △154

四半期純利益    183

自己株式の取得    △18

株主資本以外の項目の第１四
半期会計期間中の変動額（純
額）

122 38 161 161

第１四半期会計期間中の変動額
合計（百万円）

122 38 161 172

平成20年４月30日　残高
（百万円）

826 △16 810 25,380
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年２月１日　至　平成20年１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

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年１月31日　残高
（百万円）

1,944 2,007 2,007 223 17,000 3,998 21,222 △154 25,019

事業年度中の変動額

剰余金の配当      △314 △314  △314

当期純利益      10 10  10

自己株式の取得        △162 △162

自己株式の処分      △10 △10 18 7

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － － △315 △315 △144 △459

平成20年１月31日　残高
（百万円）

1,944 2,007 2,007 223 17,000 3,683 20,907 △298 24,560

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成19年１月31日　残高
（百万円）

1,659 12 1,672 26,692

事業年度中の変動額

剰余金の配当    △314

当期純利益    10

自己株式の取得    △162

自己株式の処分    7

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△955 △68 △1,023 △1,023

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△955 △68 △1,023 △1,483

平成20年１月31日　残高
（百万円）

703 △55 648 25,208
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