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1.  平成21年3月期第1四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 765 ― 60 ― 68 ― △8 ―

20年3月期第1四半期 785 2.6 62 9.0 74 16.9 119 89.0

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 △0.42 ―

20年3月期第1四半期 5.85 ―

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3月期第1四半期 1,606 1,025 63.9 50.11
20年3月期 1,529 1,006 65.8 49.17

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  1,025百万円 20年3月期  1,006百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  

当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。  

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― ― ―

3.  平成21年3月期の業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期累計期間 1,400 ― 30 ― 45 ― △35 ― △1.70

通期 2,900 15.1 100 ― 135 ― 50 ― 2.43

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

「詳細は、2ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。」  

(2) 四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

「詳細は、2ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他 をご覧ください。」  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  20,540,525株 20年3月期  20,540,525株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  67,728株 20年3月期  66,329株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第1四半期  20,473,064株 20年3月期第1四半期  20,486,568株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在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いており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を
適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
 



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

当第１四半期におけるわが国経済は、原油・原材料価格の高騰による企業収益の圧迫とともに、物価上昇等の先行

き不安による個人消費の低迷など、依然厳しい状況で推移いたしました。

このような状況の中、当社は、基本方針であるローコスト経営による収益力の向上、新規商材としてのレディース

オーダースーツの販売強化を図ってまいりました。また、直営店につきましては、谷町店（大阪府）を新規にオープ

ン致しましたが、既存店の採算性と成長性を見直した結果、不採算店舗として堺筋北浜店（大阪府）を閉店致しまし

た。

以上の結果、売上高は765百万円（前年同期比2.6％減）となり、営業利益は60百万円（前年同期比3.9％減）、経常

利益は68百万円（前年同期比7.7％減）と前年を下回る結果となりました。

また、四半期純損益につきましては、当事業年度より退職給付債務の算定方法を、簡便法から原則法へ変更したこ

とによる、特別損失74百万円を計上したこと等により、前年同期比128百万円減の８百万円の四半期純損失の計上とな

りました。

２．財政状態に関する定性的情報

（資産の部）

当第1四半期会計期間末の総資産は、前期末に比べ76百万円増加し1,606百万円となりました。その主な要因は、売

掛金の増加によるものであります。

（負債の部）

当第1四半期会計期間末の負債合計は、前期末に比べ57百万円増加し580百万円となりました。その主な要因は、退

職給付引当金の増加から短期借入金の返済による減少の差引によるものであります。

（純資産の部）

当第1四半期会計期間末の純資産合計は、前期末に比べ19百万円増加し1,025百万円となりました。その主な要因は、

四半期純損失を計上したものの、その他有価証券評価差額金の増加による差引であります。

３．業績予想に関する定性的情報

　今後の見通しにつきましては、厳しい市況が予想されますが、積極的なオーダー店舗の新規出店及び既存店舗の収

益性の見直し等を図り、より効率的な経営を行い業績目標の達成に努めてまいります。

　平成20年5月15日発表の業績予想の見直しは行っておりません。

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

① 棚卸資産の評価方法　

　当第１四半期会計期間末における棚卸高の算定に関して、実地棚卸を省略し前事業年度に係る実地棚卸高を

基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

② 固定資産の減価償却費の算定方法　

　定率法を採用している資産については、当事業年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。

－ 1 －



（２）四半期財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

① 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。

② 棚卸資産の評価基準及び評価方法については、従来、原価法によっておりましたが、当事業年度より「棚卸資

産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたことに伴い、原価法（収益の低下による簿価

切下げの方法）により算定しております。この変更に伴う損益に与える影響はありません。

③ 当事業年度より退職給付債務の算定の精度を高め、期間損益計算をより適正化するため、退職給付債務の算

定方法を簡便法から原則法に変更しております。この変更に伴い、期首時点で退職給付債務を算定した結果発

生した簡便法と原則法の差額74,693千円を特別損失に計上しております。

　この結果、従来によった場合に比べ営業利益及び経常利益は35,886千円増加し、四半期純損失が38,806千円

増加しております。

－ 2 －



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 704,620 264,166

受取手形及び売掛金 213,892 192,729

原材料 4,071 4,844

仕掛品 7,171 10,292

その他 44,385 54,805

貸倒引当金 △51,440 △54,040

流動資産合計 922,700 472,797

固定資産   

有形固定資産 22,583 22,824

無形固定資産 2,933 2,984

投資その他の資産   

投資有価証券 179,493 551,631

関係会社株式 35,000 35,000

長期貸付金 43,757 44,235

破産更生債権等 55,626 60,160

敷金及び保証金 402,943 402,603

その他 15,523 14,813

貸倒引当金 △74,559 △77,759

投資その他の資産合計 657,785 1,030,685

固定資産合計 683,301 1,056,495

資産合計 1,606,002 1,529,292

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 124,166 125,158

短期借入金 10,000 30,000

未払金 21,149 18,712

未払法人税等 5,003 16,563

賞与引当金 26,270 16,000

その他 47,424 50,400

流動負債合計 234,013 256,834

固定負債   

退職給付引当金 161,459 81,061

役員退職慰労引当金 16,830 16,270

長期預り金 167,723 168,323

固定負債合計 346,013 265,654

負債合計 580,026 522,489



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成20年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,027,026 1,027,026

利益剰余金 126,785 135,333

自己株式 △6,723 △6,582

株主資本合計 1,147,088 1,155,777

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △121,112 △148,974

評価・換算差額等合計 △121,112 △148,974

純資産合計 1,025,975 1,006,802

負債純資産合計 1,606,002 1,529,292



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 765,624

売上原価 374,181

売上総利益 391,443

販売費及び一般管理費 331,250

営業利益 60,192

営業外収益  

受取利息 309

有価証券利息 4,627

為替差益 2,355

その他 1,116

営業外収益合計 8,408

営業外費用  

支払利息 125

その他 0

営業外費用合計 126

経常利益 68,474

特別利益  

貸倒引当金戻入額 2,481

特別利益合計 2,481

特別損失  

過年度退職給付費用 74,693

その他 1,283

特別損失合計 75,976

税引前四半期純損失（△） △5,020

法人税、住民税及び事業税 3,527

四半期純損失（△） △8,547



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △5,020

減価償却費 2,591

固定資産除却損 995

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,800

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,270

退職給付引当金の増減額（△は減少） 80,398

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 560

受取利息及び受取配当金 △4,936

支払利息 125

為替差損益（△は益） △2,355

売上債権の増減額（△は増加） △21,162

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,894

その他の資産の増減額（△は増加） 2,447

仕入債務の増減額（△は減少） △991

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,250

その他の負債の増減額（△は減少） 1,106

小計 58,871

利息及び配当金の受取額 19,803

利息の支払額 △94

法人税等の支払額 △14,082

営業活動によるキャッシュ・フロー 64,498

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △3,004

投資有価証券の償還による収入 400,000

長期前払費用の取得による支出 △1,000

敷金及び保証金の差入による支出 △2,950

貸付けによる支出 △405

貸付金の回収による収入 1,102

投資活動によるキャッシュ・フロー 393,742

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △20,000

自己株式の取得による支出 △141

財務活動によるキャッシュ・フロー △20,141

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,355

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 440,454

現金及び現金同等物の期首残高 264,166

現金及び現金同等物の四半期末残高 704,620



（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成19年６月期
第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 785,771

Ⅱ　売上原価 395,096

売上総利益 390,674

Ⅲ　販売費及び一般管理費 328,068

営業利益 62,606

Ⅳ　営業外収益 11,560

Ⅴ　営業外費用 0

経常利益 74,167

Ⅵ　特別利益 45,742

Ⅶ　特別損失 －

税引前四半期純利益 119,909

税金費用 －

四半期純利益 119,909
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