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

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（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 5,128 ― △145 ― △143 ― △209 ―
20年3月期第1四半期 6,032 △2.2 64 ― 55 ― △57 ―

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 △9.45 ―
20年3月期第1四半期 △2.58 ―

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 11,636 3,200 26.7 140.28
20年3月期 12,465 3,376 26.3 148.25

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  3,105百万円 20年3月期  3,282百万円

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   

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 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（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2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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2四半期連結累計期間 10,300 ― △50 ― △50 ― △185 ― △8.36
通期 21,400 △8.4 210 ― 200 ― 90 47.8 4.07

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

[（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。]  

(3) 四半期連結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（四半期連結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） 

[（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。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

＊ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．上記に記載しました予想数値は本資料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、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異な
る場合があります。なお、上記予想に関する事項は、添付資料の４ページをご参照下さい。 
２．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

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  22,700,000株 20年3月期  22,700,000株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  560,313株 20年3月期  560,313株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  22,139,687株 20年3月期第1四半期  22,251,736株
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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

第１四半期売上高の内訳及び対前年同四半期増減率

(単位：百万円)

前第1四半期 当第1四半期 増減率
(％)

紳士・子供肌着 1,225 1,075 △ 12.2
婦人下着・ランフ
ァン 1,080 962 △ 10.9

ホームウェア 473 317 △ 33.0

紳士洋品 368 283 △ 23.0

婦人洋品 526 378 △ 28.0

子供洋品 565 376 △ 33.5

物流業務サービス 1,489 1,447 △ 2.8

コンピュータソフト 189 163 △ 13.6
ユニフォーム・そ
の他 113 122 7.8

合 計 6,032 5,128 △ 15.0

当第１四半期連結会計期間における当社グループ企業の状況は、アパレル分野において非常に厳しい状況
となりました。即ち、サブプライムローン問題は金融機関を中心として益々その傷口を広げ、加えて石油の
高騰により生活用品を中心としてインフレ懸念が高まり、消費者の購買行動は生活防衛型に大きく変化し、
このため流通段階におけるアパレルの商況は低迷のうちに推移いたしました。当社グループのアパレル部門
の売上は期初予算に対し93.3％の達成率でありましたが、前年同期に対して80.0%となり、とりわけホームウ
ェア及び紳士洋品等のアウター衣料が減収となりました。月別に見ますと、夏物最盛時の６月の市況が特に
悪く、前年に比較して大幅な減収の要因となりました。
　物流業務サービス業、コンピュータソフト業も経済情勢の悪化の影響を受け減収となりました。
このような経営環境におきまして、当社グループは経営改革に取り組んでまいりましたが、当第１四半期

の連結売上高は51億28百万円となりました。売上総利益は10億20百万円となり前年同四半期に比較して３億
64百万円の減益で、売上総利益率は３ポイント悪化し、販管費は11億66百万円で、前年同四半期に比較して
１億53百万円削減いたしましたが、１億45百万円の営業損失（前年同四半期64百万円の黒字）となり、営業
外収支を加減して、１億43百万円の経常損失（前年同四半期55百万円の黒字）を計上しました。特別利益と
して貸倒引当金戻入益15百万円を含めて18百万円、特別損失として投資有価証券評価損17百万円、固定資産
除却損14百万円を含めて31百万円を計上し、結果、１億56百万円の税金調整前当期純損失となり、税金費用
等を控除して２億９百万円の当期純損失となりました。

2. 連結財政状態に関する定性的情報
当第１四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産が116億36百万円となり、前連結会計年度

末に比べ８億29百万円減少いたしました。主に現金及び預金の増加２億20百万円に対し、受取手形及び売掛
金の減少４億３百万円、商品の減少１億円、流動資産のその他のうち、未収金の回収による減少５億68百万
円であります。 
　負債の部につきましては、84億35百万円となり、前連結会計年度末に比べ６億53百万円減少しており、主
に支払手形及び買掛金の増加１億53百万円に対し、短期借入金の減少２億39百万円、未払金の減少２億27百
万円、未払法人税等の減少３億10百万円であります。 
　純資産の部は四半期純損失２億９百万円を計上したことにより、32億円となり、前連結会計年度末に比べ
１億75百万円減少いたしました。

（キャッシュ・フローについて）

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下、「資金」という。）は、前連結会計年度
末と比較して２億20百万円増加し、５億50百万円となりました。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
　前年同四半期末における営業活動によるキャッシュ・フローは２億83百万円の赤字に対し、当第１四半期
連結会計期間末における営業活動によるキャッシュ・フローは89百万円の黒字となりました。これは主とし
て売上債権の順調な回収による減少３億96百万円、たな卸資産の減少１億29百万円等及びその他負債の減少
２億23百万円等との差引によるものであります。
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　このことは単体についても顕著に表れており、単体での営業活動によるキャッシュ・フローは３億56百万
円の黒字(前年同四半期は９億92百万円の赤字)となり、キャッシュ・フロー上の成果は次第に安定しつつあ
ると考えております。
（投資活動によるキャッシュ・フロー） 
　当第１四半期連結会計期間末における投資活動による資金の増加は４億９百万円となりました。これは主
として有形固定資産の売却による収入５億円、投資有価証券の取得による支出11百万円、有形固定資産の取
得による支出78百万円によるものであります。
（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
　当第１四半期連結会計期間末における財務活動による資金の減少は２億65百万円で、これは主として短期
借入金の純増減額２億34百万円、長期借入金の返済による支出22百万円によるものであります。

3. 連結業績予想に関する定性的情報

当期の業績見込みは非常に厳しい推移をたどると予想しております。特に、サブプライムローン問題によ
る金融市場の混乱と巨額の赤字、石油の高騰による諸物価の値上りは消費需要に大きな影響を与えると思わ
れ、第２四半期以降の景況は厳しい状況下で推移すると考え、攻勢防御の体制を明確にし、慎重な経営に徹
し、利益中心主義を貫いていく方針であります。
　第２四半期累計期間において着実に黒字化の基盤を確立し、第３四半期以降第１四半期の赤字を克服し、
平成21年３月期において黒字化を実現する計画であります。業績予想につきましては１ページに記載の通り
であります。

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

固定資産の減価償却費の算定方法
固定資産の定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分し

て算定しております。

(3) 四半期連結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．当連結会計年度より「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、「四半期連
結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。
２．たな卸資産については、従来、主として総平均法による低価法によっておりましたが、当第１四半

期連結会計期間より「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より、
主として総平均法による原価法(貸借対照表評価額については収益性の低下に基づく簿価切下げの方法)に
より算定しております。なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。
３．連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱いの適用

　「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成
18年５月17日 実務対応報告第18号）を当第１四半期連結会計期間から適用しております。なお、これに
よる損益への影響はありません。
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5. 【四半期連結財務諸表】

(1) 【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 550 329

受取手形及び売掛金 2,788 3,192

商品 1,803 1,903

製品 6 15

原材料 2 10

仕掛品 6 13

貯蔵品 33 38

前払費用 194 166

繰延税金資産 70 97

その他 81 626

貸倒引当金 △5 △22

流動資産合計 5,532 6,371

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,784 2,863

土地 2,162 2,162

その他（純額） 336 282

有形固定資産合計 5,283 5,308

無形固定資産 43 81

投資その他の資産

投資有価証券 347 295

繰延税金資産 5 20

その他 489 462

貸倒引当金 △64 △74

投資その他の資産合計 777  703

固定資産合計 6,104 6,094

資産合計 11,636 12,465

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 3,513 3,360

短期借入金 1,810 2,049

1年内償還予定の社債 200 200

未払金 402 629

未払費用 112 122

未払法人税等 338 649

賞与引当金 48 98

その他 321 242

流動負債合計 6,745 7,352
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（単位：百万円）

当第１四半期連結会計期間末

(平成20年６月30日)

前連結会計年度末に係る

要約連結貸借対照表

(平成20年３月31日)

固定負債

社債 700 700

長期借入金 198 219

退職給付引当金 438 448

役員退職慰労引当金 － 80

繰延税金負債 178 219

その他 174 68

固定負債合計 1,690 1,737

負債合計 8,435 9,089

純資産の部

株主資本

資本金 2,635 2,635

資本剰余金 1,974 1,974

利益剰余金 △1,348 △1,136

自己株式 △148 △148

株主資本合計 3,112 3,324

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △20 △73

為替換算調整勘定 14 31

評価・換算差額等合計 △6 △41

少数株主持分 95 93

純資産合計 3,200 3,376

負債純資産合計 11,636 12,465
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(2) 【四半期連結損益計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(自 平成20年４月１日

 至 平成20年６月30日)

売上高 5,128

売上原価 4,107

売上総利益 1,020

販売費及び一般管理費

運賃及び荷造費 231

販売促進費 3

役員報酬 27

給料及び手当 402

賞与引当金繰入額 32

退職給付費用 26

福利厚生費 67

旅費及び交通費 35

通信費 26

地代家賃 118

減価償却費 41

その他 153

販売費及び一般管理費合計 1,166

営業損失（△） △145

営業外収益

受取利息及び配当金 4

その他 21

営業外収益合計 26

営業外費用

支払利息 17

その他 5

営業外費用合計 23

経常損失（△） △143

特別利益

貸倒引当金戻入額 15

役員退職慰労引当金戻入額 3

その他 0

特別利益合計 18

特別損失

投資有価証券評価損 17

有形固定資産除却損 14

その他 0

特別損失合計 31

税金等調整前四半期純損失（△） △156

法人税、住民税及び事業税 22

法人税等調整額 28

法人税等合計 51

少数株主利益 1

四半期純損失（△） △209
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(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）

当第１四半期連結累計期間

(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

税金等調整前四半期純損失（△） △156

減価償却費 60

貸倒引当金の増減額（△は減少） △27

受取利息及び受取配当金 △4

支払利息 17

売上債権の増減額（△は増加） 396

たな卸資産の増減額（△は増加） 129

仕入債務の増減額（△は減少） 153

その他 △312

小計 257

利息及び配当金の受取額 4

利息の支払額 △14

法人税等の支払額 △157

営業活動によるキャッシュ・フロー 89

投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券の取得による支出 △11

有形固定資産の取得による支出 △78

有形固定資産の売却による収入 500

その他 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー 409

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） △234

長期借入金の返済による支出 △22

その他 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △265

現金及び現金同等物に係る換算差額 △12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 220

現金及び現金同等物の期首残高 329

現金及び現金同等物の四半期末残高 550
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当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸

表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

(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

当第１四半期連結会計期間(自 平成20年４月１日 至 平成20年６月30日)

該当事項はありません。
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「参考資料」

　前第１四半期に係る財務諸表等

　 （１）(要約)四半期連結損益計算書

(単位：百万円)

科 目

前第１四半期連結累計期間

(自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日)

売上高 6,032

売上原価 4,648

　売上総利益 1,384

販売費及び一般管理費 1,320

　販売費及び一般管理費合計 1,320

　営業利益 64

営業外収益

　受取利息及び配当金 13

　その他 6

　営業外収益合計 19

営業外費用

　支払利息 25

　その他 2

　営業外費用合計 27

　経常利益 55

特別利益

　投資有価証券売却益 15

　その他 0

　特別利益合計 16

特別損失

　その他 37

　特別損失合計 37

　税金等調整前四半期純利益 34

　税金費用 89

　少数株主利益 2

　四半期純利益 △57
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　 （２）(要約)四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

区分

前第１四半期連結累計期間

（自 平成19年４月１日

至 平成19年６月30日）

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(当期)純利益 34

　 減価償却費 65

　 投資有価証券売却益 △15

　 受取利息及び受取配当金 △13

　 支払利息 25

　 売上債権の増減額(△増加額) 130

　 たな卸資産の増減額(△増加額) △370

　 仕入債務の増減額(△減少額) △28

　 その他 △90

　 小計 △262

　 利息及び配当金の受取額 13

　 利息の支払額 △22

　 法人税等の支払額 △11

　 営業活動によるキャッシュ・フロー △283

Ⅱ 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 △36

　 有形固定資産の売却による収入 1

　 投資有価証券の取得による支出 △1

　 投資有価証券の売却による収入 39

　 その他 10

　 投資活動によるキャッシュ・フロー 13

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

　 短期借入金の増減額(△減少額) △387

　 長期借入金の返済による支出 △150

　 その他 △0

　 財務活動によるキャッシュ・フロー △538

Ⅳ 現金及び現金同等物に係わる換算差額 0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △808

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 1,574

Ⅶ 現金及び現金同等物の

　 四半期末残高
765
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