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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 10,130 △13.8 △107 ― △99 ― △180 ―
20年3月期第2四半期 11,753 △9.0 △178 ― △205 ― △333 ―

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 △8.17 ―
20年3月期第2四半期 △15.07 ―

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 11,463 3,181 26.9 139.34
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2四半期  3,084百万円 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 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 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  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

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2四半期  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2四半期  560,511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2四半期  22,139,637株 20年3月期第2四半期  22,141,127株
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 第２四半期における経済情勢の突出した状況は、原油高騰問題を抱えながら、サブプライムローン問

題に端を発した金融問題がリーマン・ブラザーズ、AIG問題へと拡大し、世界は金融恐慌前夜を思わせる

事態にまで至ったということであります。これらの問題は株価の下落と共に連日テレビ、新聞等で報道さ

れ社会不安を引き起し、ひいては実体経済にも大きな影響を与えることが懸念されるまでになりました。

生活者の消費マインドは低下し、我々の携わるアパレル業にも下ぶれ要因のリスクとして考えられており

ます。そのような状況の中で、当第２四半期の売上高は、50億１百万円となり、前年の第２四半期に比較

して７億19百万円、12.6％の減収となりました。 

 なお、商品別の売上高の状況は下記のとおりであります。 

  

 
  

 
  

商品別の売上状況を見ますと、ホームウェア、紳士洋品、婦人洋品、子供洋品の減収率が高いのが目立

ちますが、これについては利益重視の方針から当期の予算そのものを引下げて計画したことが大きく影響

していると考えております。物流業務サービス、コンピュータソフトについては当第２四半期は新規得意

先の開拓の効果もあり増収に転じました。売上原価率は75.7％となり、前年同四半期と比較して5.9ポイ

ント改善し、売上総利益は12億15百万円となり、15.3％の増益となりました。販管費は12億30百万円とな

り前年同四半期に比較して66百万円の減少となり、結果15百万円の営業損失となりました。販管費の減少

が66百万円にとどまったのは、連結子会社㈱ニューウェイ、シロックス物流㈱の事業所の移転があり、作

業効率の一時的低下、移転費用の発生等によるものであり、第３四半期には回復すると考えております。

・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

売上高の内訳 (単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 

(自 平成19年４月１日 

至 平成19年９月30日)

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)

増減率 
(％)

紳士・子供肌着 2,397 2,071 △13.6

婦人下着・ランファン 2,290 2,062 △9.9

ホームウェア 814 518 △36.3

紳士洋品 705 528 △25.1

婦人洋品 927 660 △28.8

子供洋品 1,101 746 △32.3

物流業務サービス 2,892 2,907 0.5

コンピュータソフト 376 405 7.8

ユニフォーム・その他 248 228 △7.8

合  計 11,753 10,130 △13.8

(単位：百万円)

前第２四半期連結会計期間 

(自 平成19年７月１日 

至 平成19年９月30日)

当第２四半期連結会計期間 

(自 平成20年７月１日 

至 平成20年９月30日)
増減率

紳士・子供肌着 1,172 995 △15.1

婦人下着・ランファン 1,209 1,099 △9.2

ホームウェア 340 201 △41.1

紳士洋品 336 244 △27.6

婦人洋品 401 281 △29.9

子供洋品 536 369 △31.2

物流業務サービス 1,403 1,460 4.1

コンピュータソフト 187 242 29.4

ユニフォーム・その他 134 106 △21.5

合  計 5,721 5,001 △12.6
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営業外収益、営業外費用を加減しまして経常損失は９百万円となりました。税金等調整前四半期純利益

は特別利益、特別損失を加減し81百万円の黒字となり、税金費用等を控除して当第２四半期の当期純利益

は28百万円となりました。 

 平成21年３月期第１四半期に係る連結経営成績に関する定性的情報については、平成21年３月期第１四

半期決算短信(平成20年８月８日開示)をご参照下さい。 

  

①資産、負債、純資産の状況 

当第２四半期連結会計期間末の財政状態につきましては、総資産は114億63百万円で前年同四半期末に

比較して24億41百万円減少いたしました。流動資産で11億44百万円、固定資産で12億96百万円の減少であ

ります。その主要な増減は、受取手形及び売掛金で７億75百万円の減少、たな卸資産で４億96百万円の減

少、有形固定資産で12億94百万円の減少で、有形固定資産の減少は平成19年12月に大阪府大東市の不動産

の売却、平成20年３月に千葉県市川市の不動産の売却によるものであります。また、その他の投資で１億

69百万円増加(主として差入保証金の増加)いたしました。 

 負債は82億81百万円で、前年同四半期末に比較して26億44百万円減少いたしました。流動負債で24億92

百万円、固定負債で１億51百万円の減少であります。その主要な増減は、支払手形及び買掛金で12億33百

万円の減少、１年内返済予定の短期借入金(社債を含む)で12億30百万円の減少、その他の流動負債で１億

53百万円の増加、長期借入金(社債を含む)１億10百万円の減少、退職給付引当金で１億19百万円の減少等

であります。 

 純資産は31億81百万円で前年同四半期に比較して２億３百万円の増加であります。その主要な内容は利

益剰余金が２億14百万円増加したことによるものであります。 

 当第２四半期末と前年同四半期末と比較した場合顕著な相違は、不動産の売却による有形固定資産の減

少、有利子負債の減少、並びに在庫削減に注力してまいりました結果約５億円の在庫の削減を果たすこと

が出来たことであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

  

 
  

当第２四半期連結累計期間における営業キャッシュ・フローは前年同期と比較すると大きく改善されま

したが、これは売掛債権の順調な回収と、たな卸資産の減少による効果がその主要な要因であります。し

かし、税金等調整前純利益は依然として赤字であり、第３四半期において黒字転換を図り営業キャッシ

ュ・フローの黒字化の土台を確立したいと考えております。また、当第２四半期連結累計期間の営業キャ

ッシュ・フローのマイナス要因となっている「その他資産の増加」は事業所の移転に伴う差入保証金の増

加であり、「その他負債の減少」は前期において未払金に計上しておりました「土地改良費用」、「不動

産売買手数料」が主たるものでいずれも一過性のものであり、第３四半期以降は発生しない項目でありま

す。第３四半期以降先ず税金等調整前純利益を確実に黒字化し、引き続き売掛金の回収に全力をあげ、在

庫については更に削減を図り、通期において営業キャッシュ・フローの黒字化を確実に実現してまいりま

す。 

  

２. 連結財政状態に関する定性的情報

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)

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)

増減額

百万円 百万円 百万円

Ⅰ．営業活動によるキャッシュ・フロー △ 986 △ 295 691

Ⅱ．投資活動によるキャッシュ・フロー 179 315 136

Ⅲ．財務活動によるキャッシュ・フロー △ 501 △ 43 458

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額 4 △0 △ 5

Ⅴ．現金及び現金同等物の増加額 △ 1,304 △ 24 1,280

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高 1,574 329 △ 1,244

Ⅶ．現金及び現金同等物の期末残高 269 305 36

－3－

ｼﾙﾊﾞｰｵｯｸｽ㈱　（8024）　平成21年3月期　第2四半期決算短信



ご高承のとおり 近の経済情勢、金融情勢はまことに厳しいものがあり、景気は一気に後退の様相を呈

してまいりました。消費マインドの落ち込みは顕著になりつつあり、アパレル業界においても下ぶれ要因

としての懸念が広がっております。そのような状況下において当社はまず利益中心主義の原点に帰り、消

費者のニーズを着実に捉え、商品ロスの排除を徹底してまいります。また、販管費は物流費、人件費の効

率化に努め当期黒字化の実現を図る強い決意であります。 

 連結業績の通期の目標は平成20年８月８日に公表いたしました予想数値を変更せずにまいります。即

ち、売上高214億円、営業利益２億10百万円、経常利益２億円、当期純利益90百万円を達成すべく全社一

丸となって邁進いたします。 

  
  

該当事項はありません。 
  

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。 
  

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 
  簿価価切り下げの方法)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、これによる損益の影響はありません。 

３. 連結業績予想に関する定性的情報

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)

(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

(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
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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２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 305 329 

受取手形及び売掛金 2,956 3,192 

商品 1,608 1,903 

製品 2 15 

原材料 3 10 

仕掛品 8 13 

貯蔵品 45 38 

前払費用 188 166 

繰延税金資産 53 97 

その他 144 626 

貸倒引当金 △8 △22 

流動資産合計 5,310 6,371 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物（純額） 2,758 2,863 

土地 2,162 2,162 

その他（純額） 388 282 

有形固定資産合計 5,309 5,308 

無形固定資産 45 81 

投資その他の資産 

投資有価証券 340 295 

繰延税金資産 6 20 

その他 520 462 

貸倒引当金 △68 △74 

投資その他の資産合計 798 703 

固定資産合計 6,153 6,094 

資産合計 11,463 12,465 

負債の部 

流動負債 

支払手形及び買掛金 3,218 3,360 

短期借入金 1,841 2,049 

1年内償還予定の社債 200 200 

未払金 416 629 

未払費用 87 122 

未払法人税等 52 649 

賞与引当金 7 98 

その他 593 242 

流動負債合計 6,418 7,352 
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（単位：百万円） 

当第２四半期連結会計期間末 
(平成20年９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 600 700 

長期借入金 492 219 

退職給付引当金 436 448 

役員退職慰労引当金 － 80 

繰延税金負債 174 219 

その他 158 68 

固定負債合計 1,862 1,737 

負債合計 8,281 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 △1,317 △1,136 

自己株式 △148 △148 

株主資本合計 3,143 3,324 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △74 △73 

為替換算調整勘定 16 31 

評価・換算差額等合計 △58 △41 

少数株主持分 96 93 

純資産合計 3,181 3,376 

負債純資産合計 11,463 12,465 
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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) 

売上高 10,130 

売上原価 7,882 

売上総利益 2,247 

販売費及び一般管理費 

運賃及び荷造費 450 

販売促進費 16 

役員報酬 51 

給料及び手当 810 

賞与引当金繰入額 2 

退職給付費用 32 

福利厚生費 147 

旅費及び交通費 68 

通信費 48 

地代家賃 329 

減価償却費 65 

その他 329 

販売費及び一般管理費合計 2,355 

営業損失（△） △107 

営業外収益 

受取利息及び配当金 5 

受取手数料 16 

為替差益 13 

その他 18 

営業外収益合計 53 

営業外費用 

支払利息 34 

その他 11 

営業外費用合計 45 

経常損失（△） △99 

特別利益 

貸倒引当金戻入額 8 

過年度為替換算調整勘定修正額 41 

役員退職慰労引当金戻入額 3 

その他 0 

特別利益合計 54 

特別損失 

有形固定資産除却損 15 

事務所移転費用 7 

その他 6 

特別損失合計 29 
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（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損失（△） △74 

法人税、住民税及び事業税 56 

法人税等調整額 43 

法人税等合計 99 

少数株主利益 6 

四半期純損失（△） △180 
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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) 

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（△） △74 

減価償却費 121 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △20 

受取利息及び受取配当金 △5 

支払利息 34 

売上債権の増減額（△は増加） 260 

たな卸資産の増減額（△は増加） 312 

仕入債務の増減額（△は減少） △141 

その他 △522 

小計 △36 

利息及び配当金の受取額 5 

利息の支払額 △34 

法人税等の支払額 △230 

営業活動によるキャッシュ・フロー △295 

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 △54 

投資有価証券の売却による収入 10 

有形固定資産の取得による支出 △140 

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 315 

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） △282 

長期借入れによる収入 400 

長期借入金の返済による支出 △52 

社債の償還による支出 △100 

その他 △8 

財務活動によるキャッシュ・フロー △43 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24 

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 305 
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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。 

  

 該当事項はありません。 

  

１．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) 
  

 
(注)１事業区分は製品の種類、性質、販売方法の類似性に基づき分類しています。 

２事業の主要な製品 

衣料品：インナーウェア(肌着、ランジェリー、ファンデーション、ホームウェア)、アウトウェア(シャツ、 

     ブラウス、セーター、ユニフォーム等) 

 物 流：衣料品、雑貨等の物流加工 

 不動産：不動産の賃貸 

 その他：コンピュータのハードウェア、ソフトウェア、その他関連サプライ等 

３営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は40百万円であり、その主なものは管 

  理部門に係る費用であります。 

  

２．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。 

  

３．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。 

  

当第２四半期連結会計期間(自 平成20年７月１日 至 平成20年９月30日) 

 該当事項はありません。 

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

衣料品事業 
(百万円)

物流事業 
(百万円)

不動産事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

6,822 2,902 ─ 405 10,130 ─ 10,130

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

297 840 278 37 1,453 (1,453) ─

計 7,120 3,742 278 442 11,583 (1,453) 10,130

営業費用 7,153 3,701 111 412 11,379 (1,141) 10,237

営業利益又は 
営業損失(△)

△33 40 167 30 204 (312) △107

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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前第２四半期に係る財務諸表等 

（１）(要約)四半期連結損益計算書 

 
  

「参考資料」

(単位：百万円)

科  目

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)

売上高 11,753

売上原価 9,314

 売上総利益 2,438

販売費及び一般管理費 2,617

 販売費及び一般管理費合計 2,617

 営業利益 △178

営業外収益

 受取利息及び配当金 14

 その他 20

 営業外収益合計 34

営業外費用

 支払利息 51

 その他 9

 営業外費用合計 61

 経常利益 △205

特別利益

 子会社清算益 42

 特別利益合計 42

特別損失

 本社移転費用 25

 投資有価証券評価損 16

 投資有価証券売却損 5

 その他 8

 特別損失合計 57

 税金等調整前四半期純利益 △220

 税金費用 109

 少数株主利益 3

 四半期純利益 △333

－11－

ｼﾙﾊﾞｰｵｯｸｽ㈱　（8024）　平成21年3月期　第2四半期決算短信



（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）

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 △220

   減価償却費 129

   投資有価証券売却損 5

   投資有価証券評価損 16

   受取利息及び受取配当金 △14

   支払利息 51

   売上債権の増減額(△増加額) 299

   たな卸資産の増減額(△増加額) △483

   仕入債務の増減額(△減少額) △599

   その他 0

    小計 △814

   利息及び配当金の受取額 14

   利息の支払額 △58

   法人税等の支払額 △128

  営業活動によるキャッシュ・フロー △986

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 △60

   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 △2

   投資有価証券の売却による収入 231

   その他 10

  投資活動によるキャッシュ・フロー 179

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) △3

   長期借入金の返済による支出 △384

   社債の償還による支出 △100

   ファイナンス・リース債務の返済 

   による支出
△13

   その他 △0

  財務活動によるキャッシュ・フロー △501

Ⅳ 現金及び現金同等物に係わる換算差額 4

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △1,304

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
269

－12－

ｼﾙﾊﾞｰｵｯｸｽ㈱　（8024）　平成21年3月期　第2四半期決算短信



（３）セグメント情報 

  

１．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) 

  

 
  

２．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) 

全セグメントの売上高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。 

  

３．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、海外売上高の記載を省略しております。 

衣料品事業 
(百万円)

物流事業 
(百万円)

不動産事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する 
  売上高

8,484 2,892 ─ 376 11,753 ─ 11,753

(2) セグメント間の内部 
  売上高又は振替高

2 1,047 369 45 1,465 (1,465) ─

計 8,487 3,940 369 421 13,219 (1,465) 11,753

営業費用 9,048 3,818 125 385 13,377 (1,445) 11,932

営業利益又は 
営業損失(△)

△561 121 243 36 △158 (20) △178
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