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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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2四半期 19,803 ― 316 ― 300 ― 203 ―

20年3月期第2四半期 14,519 △2.6 716 △5.2 742 △1.4 202 ―

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2四半期 5.27 ―

20年3月期第2四半期 6.54 ―

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2四半期 40,438 12,507 20.8 211.03
20年3月期 39,468 11,776 17.7 220.76

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  8,403百万円 20年3月期  6,991百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 3.00 3.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 39,500 37.2 680 △27.3 650 △33.8 200 32.2 5.17

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）  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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．その他をご覧下さい。  

(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．平成20年5月15日に公表しました通期連結業績予想を修正しております。 
２．業績予想につきましては、本資料の発表日現在におきまし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、予想に関する事項は、3ページ【定性的情報・財務諸表】3．連結業績予想に関する定性的情報をご参照下さい。 
３．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）を適用いたしております。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。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 1 社 （社名 ツカモトエステート株式会社 ）

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2四半期  40,697,476株 20年3月期  32,321,317株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  877,317株 20年3月期  651,890株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  38,666,229株 20年3月期第2四半期  31,017,814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 

 当第２四半期におけるわが国経済は、米国の金融不安を背景にした海外経済の減速、また為替・株式市

場の変動に加えて、原材料高による企業収益の圧迫が続いていることなどから、景気の後退局面入りが鮮

明となり長期低迷化が懸念される状況となりました。 

 当衣料業界におきましても、消費の低迷が続き、百貨店およびチェーンストアの衣料品売上は前年実績

を下回るなど依然として厳しい状況のまま推移しました。 

 このような環境下にあって当社グループは、新たなグループ経営体制のもと、グループ各社の収益体制

の確立と、グループの全体 適追求の経営を実践してまいりました。 

 この結果、当社グループの第２四半期の連結売上高は１９８億３百万円、経常利益は３億円、四半期純

利益は２億３百万円となりました。 

 事業の種類別セグメントの状況は以下のとおりです。 

〔和装事業〕 

 ツカモト株式会社および市田株式会社における和装事業につきましては、市場低迷の状況が続く中、新

規開拓の推進、店頭販売商材の強化、催事販売の効率化等の営業施策を推進し、在庫圧縮、経費節減に注

力し収益改善に取り組みましたが、売上高は前年を下回る厳しい状況で推移しました。  

 以上の結果、当事業分野の売上高は７５億１千６百万円となりました。 

〔洋装事業〕 

 ツカモトアパレル株式会社におけるメンズ事業につきましては、春夏物が順調に推移し初秋物の投入も

予定通り推移し、売上高は前年を上回り収益も改善いたしました。 

 ツカモトユーエス株式会社におけるユニフォーム及びＯＥＭと婦人テキスタイル事業につきましては、

売上高はユニフォーム事業は大口物件の取扱いがあり前年を上回りましたが、ＯＥＭ事業は前年を下回り

ました。また原材料費の高騰や工賃のアップなど生産コストの上昇要因が発生しましたが前年並に抑えら

れた結果、増収増益を確保することが出来ました。 

 以上の結果、当事業分野の売上高は５１億２千７百万円となりました。 

〔ホームファニシング事業〕 

 市田株式会社におけるホームファニシング事業につきましては、売上高は前年並に推移しましたが、セ

ール販売の比重が高まったため収益は伸び悩みました。 

 以上の結果、当事業分野の売上高は１６億８千２百万円となりました。 

〔陳列用器具の賃貸業〕 

 株式会社アディスミューズにおける陳列用器具の賃貸業につきましては、商品売上、リース関係は好調

を維持しましたが、内装工事が減少し売上高は前年を下回り収益も減少いたしました。 

 以上の結果、当事業分野の売上高は２９億６千７百万円となりました。 

〔建物の賃貸業〕 

 株式会社ツカモトコーポレーションにおける建物の賃貸業につきましては、テナントの移動後の新規誘

致に努めましたが、期間損益に反映できず、売上高は前年を下回りました。 

 以上の結果、当事業分野の売上高は４億５千４百万円となりました。 

〔その他事業〕 

 ツカモトエイム株式会社における健康機器や日用雑貨卸売業は、オリジナル商品の開発と積極的な営業

政策に取り組み、店頭営業部門は善戦しましたが、通販部門が苦戦を強いられ、売上高は前年を下回り収

益も減少いたしました。 

 倉庫業は事業所の移転等により売上高は前年を下回りましたが、固定資産の売却益を特別利益として計
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上したため、増益となりました。 

 ビルメンテナンス・研修センター運営事業は好調を維持し増収増益となりました。 

 以上の結果、当事業分野の売上高は２６億３百万円となりました。 

 

２．連結財政成績に関する定性的情報 

①財政状態の変動状況 

 当第２四半期末の総資産は、受取手形及び売掛金が１１億８百万円増加、有価証券が２億１千２百万円

増加、現金及び預金が４億円減少したこと等により流動資産が８億３千８百万円の増加となりました。ま

た、のれんの３億９千６百万円増加、有形固定資産の３億４千８百万円減少等により固定資産が１億３千

１百万円増加したことにより資産合計は前連結会計年度末に比べ９億６千９百万円増加の４０４億３千８

百万円となりました。 

 また負債の部では支払手形及び買掛金が７億５千１百万円増加、短期借入金が５億４千９百万円増加し

ましたが、その他が１１億１千１百万円減少したこと等により流動負債が１億２百万円の増加となりまし

た。長期借入金の２億３千万円の増加等により固定負債が１億３千５百万円増加したことにより負債合計

は前連結会計年度末に比べ２億３千８百万円増加し、２７９億３千万円となりました。 

 純資産は株主資本合計が１３億９千１百万円増加しましたが、少数株主持分が６億８千万円減少したこ

と等により、純資産合計は前連結会計年度末に比べ７億３千１百万円増加し、１２５億７百万円となりま

した。 

 

②キャッシュ・フローの状況 
 当第２四半期末における連結ベースの現金及び現金同等物は３９億８千４百万円で前期連結会計年度

末と比べ５億円の減少となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期末における営業活動による資金の減少は８億６百万円となりました。これは、主に売上債

権の増加等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期末における投資活動による資金の減少は３億５千２百万円となりました。これは、主に有

価証券の取得による支出が売却による収入を上回ったこと等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２四半期末における財務活動による資金の増加は６億６千万円となりました。これは、主に短期借

入れによる収入が返済による支出を上回ったこと等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 

 今後の景気動向は、しばらく回復の兆しがないまま推移すると思われ、とりわけ和装事業における市場

低迷が続くものと見込まれます。当グループにおいては、順調に推移しておりますユニフォーム事業を始

めとする洋装部門等の収益基盤を確立する一方、和装事業の再建を 重要課題として取り組んでおり合理

化が着実に進んでいるものの、市田株式会社との統合効果が本格的に寄与する迄には、なお半年から１年

を要するものと判断し、通期業績予想を修正いたしました。 

 通期の業績見通しとしましては、売上高３９５億円、経常利益６億５千万円、当期純利益２億となる見

込であります。詳細は、平成２０年１０月３１日付｢業績予想の修正に関するお知らせ｣をご参照下さい。 
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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） 

①連結の範囲の変更 
    当四半期連結累計期間において、提出会社はツカモトエステート株式会社を吸収合併いたしました。 
    なお、特定子会社以外の子会社の異動につきましては以下の通りであります。 
       除外２社 （社名 ツカモト札幌株式会社  株式会社彩柳苑） 
 
 ②変更後の連結子会社の数 

    16 社 
 
（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 
  ①簡便な会計処理 
    一般債権の貸倒見積高の算定方法 
     当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認

められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
 
  ②四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 

税金費用の計算 
      税金費用については、当第２四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会

計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。 
なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

 
（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「四半期財務諸表に関する会計基準」の適用 
     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重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

   たな卸資産 
     通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として月次総平均法による原価法及び連結子

会社の一部では総平均法による低価法によっていましたが、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 平成 18 年 7 月 5 日）が適用されたことに伴い、主として月次総

平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）及び連結子会

社の一部では総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿価切り下げの方法）

により算定しております。 
     これにより、当第２四半期連結累計期間の営業利益及び経常利益はそれぞれ 85 百万円減少しており、税金

等調整前四半期純利益は 394 百万円減少しております。 
     なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。 
 
（追加情報） 

   役員退職慰労引当金 
     提出会社は、平成 20 年 5 月 15 日開催の取締役会決議に基づき、役員退職慰労金制度を廃止いたしました。

これに伴い平成 20 年 6 月 27 日開催の定時株主総会において、同総会終結時に在任する取締役及び監査役に

対し、同総会終結時までの在任期間に対応した役員退職慰労金を打ち切り支給することとし、具体的な金額、

方法等は、取締役については取締役会において、監査役については監査役の協議に一任することを決議しま

した。このため、当該支給見込額については、引き続き役員退職慰労引当金に含めて計上しております。 
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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

前連結会計年度末に係る

当第２四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表

（平成20年9月30日） （平成20年3月31日）

資産の部

流動資産

現金及び預金 4,489 4,889

受取手形及び売掛金 8,045 6,936

有価証券 2,500 2,288

たな卸資産 5,792 5,805

繰延税金資産 241 235

その他 540 628

貸倒引当金 △ 64 △ 76

流動資産合計 21,547 20,708

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 3,463 3,749

土地 9,494 9,561

その他（純額） 184 179

有形固定資産合計 13,142 13,490

無形固定資産

のれん 492 95

その他 37 39

無形固定資産合計 529 135

投資その他の資産

投資有価証券 4,571 4,529

繰延税金資産 56 65

その他 1,760 1,684

貸倒引当金 △ 1,169 △ 1,146

投資その他の資産合計 5,219 5,133

固定資産合計 18,890 18,759

資産合計 40,438 39,468

（単位：百万円）
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（単位：百万円）

前連結会計年度末に係る

当第２四半期連結会計期間末 要約連結貸借対照表

（平成20年9月30日） （平成20年3月31日）

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 9,622 8,870

短期借入金 9,642 9,092

未払消費税等 64 94

未払法人税等 247 282

返品調整引当金 79 97

役員賞与引当金 － 3

その他 663 1,774

流動負債合計 20,319 20,216

固定負債

長期借入金 4,150 3,920

繰延税金負債 1,793 1,793

負ののれん 51 60

再評価に係る繰延税金負債 16 16

退職給付引当金 832 857

役員退職慰労引当金 250 259

その他 515 566

固定負債合計 7,610 7,474

負債合計 27,930 27,691

純資産の部

株主資本

資本金 2,829 2,829

資本剰余金 2,415 1,099

利益剰余金 3,003 2,894

自己株式 △ 113 △ 79

株主資本合計 8,135 6,743

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 264 242

土地再評価差額金 4 4

為替換算調整勘定 △0 －

評価・換算差額等合計 268 247

少数株主持分 4,104 4,785

純資産合計 12,507 11,776

負債純資産合計 40,438 39,468
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（2）四半期連結損益計算書

（第２四半期連結累計期間） （単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間

（自　平成20年4月１日

　　至　平成20年9月30日）

19,803

13,546

売上総利益 6,256

5,939

316

受取利息 56

受取配当金 30

その他 71

営業外収益合計 158

営業外費用

支払利息 144

為替差損 0

手形売却損 19

その他 9

営業外費用合計 174

経常利益 300

特別利益

固定資産売却益 617

特別利益合計 617

特別損失

たな卸資産評価損 308

特別損失合計 308

税金等調整前四半期純利益 609

法人税、住民税及び事業税 235

法人税等合計 235

少数株主利益 170

203

売上原価

販売費及び一般管理費

四半期純利益

売上高

営業利益

営業外収益
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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２四半期連結累計期間
（自　平成20年4月１日

　　至　平成20年9月30日）

税金等調整前四半期純利益 609
減価償却費 121
のれん償却額 54
負ののれん償却額 △ 8
有形及び無形固定資産除却損 1
貸倒引当金の増減額（△は減少） 11
退職給付引当金の増減額（△は減少） △ 25
その他の引当金の増減額（△は減少） △ 31
受取利息及び受取配当金 △ 87
支払利息 144
為替差損益（△は益） 0
固定資産売却損益（△は益） △ 617
売上債権の増減額（△は増加） △ 1,172
たな卸資産の増減額（△は増加） 12
仕入債務の増減額（△は減少） 736
未払消費税等の増減額（△は減少） 0
その他 △ 305
小計 △ 554
利息及び配当金の受取額 96
利息の支払額 △ 141
法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △ 207
営業活動によるキャッシュ・フロー △ 806

定期預金の預入による支出 △ 100
有価証券の取得による支出 △ 2,700
有価証券の売却による収入 2,485
有形及び無形固定資産の取得による支出 △ 797
有形及び無形固定資産の売却による収入 815
投資有価証券の取得による支出 △ 1
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 △ 40
貸付けによる支出 △ 5
貸付金の回収による収入 1
その他の支出 △ 13
その他の収入 2
投資活動によるキャッシュ・フロー △ 352

短期借入れによる収入 2,182
短期借入金の返済による支出 △ 1,392
長期借入れによる収入 1,000
長期借入金の返済による支出 △ 1,010
自己株式の取得による支出 △ 19
自己株式の処分による収入 0
配当金の支払額 △ 92
少数株主への配当金の支払額 △ 8
財務活動によるキャッシュ・フロー 660

△0
△ 500
4,484
3,984

現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の四半期末残高

財務活動によるキャッシュ・フロー

現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）

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
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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）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年4月1日　　至　平成20年9月30日）

（1）外部顧客に対する
　   売上高
（2）セグメント間の
　    内部売上高又は振替高

計 7,516 5,127 1,682 2,967 454 2,603 20,352 (549) 19,803

△ 336 190 △ 53 520 165 42 529 (213) 316

（注） １　事業区分は事業の内容により和装事業、洋装事業、ホームファニシング事業、陳列用器具の賃貸業、建物の賃貸及び

　　　　その他の事業に区分しております。

　　２　各事業の主な内容

（イ）和装事業 ･･････････ 振袖、留袖、訪問着、小紋、紬、帯、祝着、ゆかた、毛皮・皮革製品

装身具、宝石、貴金属等

（ロ）洋装事業 ･･････････ 婦人服、婦人セーター・ブラウス、紳士服、紳士セーター、カジュアルウエア、

ユニフォーム、販促用商品、子供・婦人服地、ホームファブリック等

　　　　（ハ）ﾎｰﾑﾌｧﾆｼﾝｸﾞ事業････････ タオル、ホームファニシング製品

　　　　（ニ）陳列用器具の賃貸業 ･･･陳列用器具の賃貸及び販売、内装仕上工事

　　　　（ホ）建物の賃貸業･･････････ 建物の賃貸

　　　　（へ）その他事業 ･･････････ 清水器、電気器具、健康機器、倉庫業、ビルメンテナンス業、広告宣伝業等

　　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」に記載のとおり、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」（企業会計基準委員会　平成18年7月5日　企業会計基準第9号）を適用しております。

　　　　この変更に伴い、前連結会計年度と同一の方法によった場合と比べ、当第２四半期連結累計期間において、和装事業は58

　　　　百万円営業損失が増加し、洋装事業は7百万円営業利益が減少し、ホームファニシング事業は、19百万円営業損失が増加

　　　　しております。

【所在地別セグメント情報】
　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年4月1日　至　平成20年9月30日）

　　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が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。

【海外売上高】
　当第２四半期連結累計期間（自　平成20年4月1日　至　平成20年9月30日）

　　海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
　当社は、平成20年4月1日付で、市田株式会社との株式交換を行いました。その結果、第1四半期連結会計期間において

その他資本剰余金が1,316百万円増加し、当第２四半期連結会計期間末においてその他資本剰余金が1,547百万円、資本剰余金

が2,415百万円となっております。

連  結
賃 貸 業

和装事業 洋装事業
陳列用器具の 建 物 のﾎｰﾑﾌｧﾆｼﾝ

ｸﾞ事業 賃 貸 業 は 全 社
その他事業

消 去 又

19,803 －277 2,272

計

19,803

16 2 22 330 549

（単位：百万円）

7,500

(549)176 －0

営業利益又は営業損失（△）

5,124 2,945

売上高

1,682
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「参考資料」

 前年同四半期に係る財務諸表等

（1）中間連結損益計算書

（単位：百万円．％）

百分比

Ⅰ 14,519 100.0

Ⅱ 10,325 71.1

売上総利益 4,194 28.9

Ⅲ 3,478 24.0

716 4.9

Ⅳ 156 1.1

54

31

70

Ⅴ 130 0.9

117

6

6

742 5.1

Ⅵ － －

Ⅶ － －

742 5.1

299 2.1

51 0.3

188 1.3

202 1.4

その他

営業利益

営業外費用

営業外収益

受取利息

受取配当金

その他

売上原価

販売費及び一般管理費

（自　平成19年4月 1日

　　至　平成19年9月30日）

金　　額

中間純利益

法人税、住民税及び事業税

少数株主利益

法人税等調整額

前中間連結会計期間

　科　　　目

支払利息

売上高

手形売却損

税金等調整前中間純利益

経常利益

特別利益

特別損失
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（2）中間連結キャッシュ・フロー計算書

Ⅰ
税金等調整前中間純利益 742
減価償却費 102
負ののれん償却額 △ 13
有形・無形固定資産除却損 0
投資その他の資産償却・評価損 0
貸倒引当金の増加額 7
退職給付引当金の増加額 12
その他引当金の減少額（△） △ 5
受取利息及び受取配当金 △ 86
支払利息 117
有価証券売却益 △ 0
為替差益（△） △ 3
売上債権の増加額（△） △ 126
たな卸資産の増加額（△） △ 141
その他営業資産の増加額（△） △ 7
仕入債務の増加額 394
未払消費税等の増加額 15
その他営業負債の減少額 △ 158
小計 849
利息及び配当金の受取額 86
利息の支払額 △ 116
法人税等の支払額（△） △ 435
営業活動によるキャッシュ・フロー 384

Ⅱ
定期預金の預入による支出 △ 175
定期預金の払戻による収入 740
有形・無形固定資産の取得による支出 △ 36
有価証券の取得による支出 △ 1,285
有価証券の売却による収入 500
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 0
貸付けによる支出 △ 3
貸付金の回収による収入 1
その他の投資による支出 △ 0
その他の投資の回収による収入 0

△ 259
Ⅲ

短期借入れによる収入 1,225
短期借入金の返済による支出 △ 2,967
長期借入れによる収入 1,300
長期借入金の返済による支出 △ 185
自己株式の取得による支出 △ 1
新株予約権の行使による収入 249
親会社による配当金の支払額 △ 87
少数株主への配当金の支払額 △ 8

△ 474
Ⅳ △ 0
Ⅴ △ 348
Ⅵ 3,550
Ⅶ 3,201

（単位：百万円)

科　目

営業活動によるキャッシュ・フロー

前中間連結会計期間
（自　平成19年4月 1日

　　至　平成19年9月30日）

投資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

財務活動によるキャッシュ・フロー
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増加額又は減少額（△）
現金及び現金同等物の期首残高
現金及び現金同等物の中間期末残高
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（3）セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　前中間連結会計期間（自　平成19年4月1日　　至　平成19年9月30日）

外部顧客に対する
売上高
セグメント間の
内部売上高又は振替高

3,867 4,797 3,081 469 2,726 14,942 (422) 14,519

4,009 4,639 2,504 254 2,678 14,087 (284) 13,803

△ 141 157 576 214 47 854 (138) 716

【所在地別セグメント情報】

　前中間連結会計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年9月30日）

　　本国以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店がないため、記載を省略しております。

【海外売上高】

　前中間連結会計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年9月30日）

　　海外売上高が連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。

（単位：百万円）

143

2,478

247

326

建 物 の

売上高

陳列用器具の

賃 貸 業
和装事業

0 23

3,0574,796

計

営業費用

営業利益又は営業損失（△）

3,860

7

(1)

(2)

賃 貸 業
洋装事業

消 去 又
は 全 社

連  結その他事業 計

－

－

14,519 14,519

(422)422
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