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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 8,560 ― △28 ― △64 ― △71 ―

20年3月期第2四半期 9,341 △4.0 88 113.7 113 39.7 89 △74.8

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 △2.22 ―

20年3月期第2四半期 2.76 2.75

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 10,735 5,150 47.5 157.33
20年3月期 11,872 4,996 41.5 152.27

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  5,094百万円 20年3月期  4,930百万円

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
21年3月期 ― ― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 2.00 2.00

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 17,800 △7.9 150 20.0 180 127.8 160 ― 4.94

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  

(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。  

(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  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。  

(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． 平成２０年５月１６日に公表いたしました通期の連結業績予想を本資料において修正しております。 
２． 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、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、今後の事業環境の変
化により上記予想数値と異なることがあります。なお上記予想に関する事項は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧くださ
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 ― 社 （社名 ）

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  33,256,775株 20年3月期  33,256,775株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  875,711株 20年3月期  873,515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  32,381,980株 20年3月期第2四半期  32,327,679株
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当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高につきましては 85億60百万円となりました。これ
は期初計画で想定した以上の国内外の消費の低迷や不採算直営店舗の撤退等によるもので、重点事業であ
るインナー事業では36億13百万円、ホビー事業においては９億66百万円となりました。基盤事業であるア
ウター事業では20億８百万円、マテリアル事業では15億２百万円となりました。  
 また利益面につきましては、食品などの価格上昇の影響や景気後退懸念による消費マインドの冷え込み
で衣料品の消費の低迷が継続するなか、コモディティ衣料品市場では販売価格を引き上げることができま
せんでした。また製造および物流コスト削減などを進めてきましたが、原材料価格の高騰などによる製品
原価の上昇を吸収し切れませんでした。その結果、営業損益は28百万円の損失、経常損益は64百万円の損
失、四半期純損益は71百万円の損失となりました。  
  
事業の種類別セグメントの業績は以下のとおりであります。  

＜インナー事業＞  
 インナー部門は、年初来の個人消費の冷え込みで市況が低迷するなか、「部活ブラ」が目標販売枚数を
上回り、機能性インナー「パワーシェイプ」で健康志向の新製品が順調な滑り出しを見せるなど販売促進
活動を積極的に推し進めました。しかし市況低迷による販売数量の落ち込みを補うまでには至らず、売上
高としては前年を下回りました。  
 また営業利益につきましては、製造および物流コスト削減に取り組みましたが、原材料価格の高騰や中
国工場での人件費の高騰の影響は大きく、売上高の減少による売上総利益の減少を補うには至らず営業利
益としては前年を下回りました。  
 その結果、当事業の売上高は36億13百万円、営業損益は42百万円の損失となりました。  
  
＜アウター事業＞  

 アウター部門は、消費者心理が冷え込み引き続き厳しい状況におかれました。秋冬向けセーター類など
好調な商材はあるものの、春夏物商材での苦戦および百貨店向け販売部門の縮小やヤング部門での苦戦に
より、売上高としては前年を大きく下回りました。  
 また営業損益につきましては、ミセス部門は昨年の組織再編の効果によりきめ細かな対応が可能とな
り、在庫の適正化を進めた結果、利益率を高めることができました。また期初計画を上回る経費削減を行
い、営業利益としては前年を上回ることが出来ました。  
 その結果、当事業の売上高は20億８百万円、営業利益は44百万円となりました。  
  
＜マテリアル事業＞  

 レース部門は、国内外のインナー市場の冷え込みが強まる中、売上および利益の拡大に向けた企画提案
の強化等に努めた結果、刺繍レースが順調に推移し売上を伸ばすことができました。  
 服地部門は、タウン系市場での売上が堅調に推移したものの、フォーマル市場におけるレース素材およ
び合繊素材での売上減少が大きく、これを補うまでにはいたりませんでした。  
 また営業損益につきましては、特にレース部門での売上の拡大および利益率の改善が進み、前年から大
きく改善することが出来ました。  
 その結果、当事業の売上高は15億2百万円、営業損益は11百万円の損失となりました。 
  
＜ホビー事業＞  

 手芸部門は、地方手芸店との取り組みに注力し、また商品としては「コスモ」ブランドで展開する刺繍
関連商品の販売に注力した結果、刺繍関連での売上を伸ばすことが出来ました。しかし趣味の分野である
手芸に対し国内外とも市況は一段と厳しくなっており、パッチワークキルト生地の販売において特に苦戦
いたしました。その結果、売上高としては前年に比べ減少いたしました。  
 また営業利益につきましては、売上が減少したものの徹底した在庫圧縮などの利益率改善策によって売
上総利益は前年同水準を確保しました。しかし販売費の増加などにより営業利益としては昨年を上回るこ
とが出来ませんでした。  
 その結果、当事業の売上高は９億66百万円、営業利益は40百万円となりました。  
  
＜その他の事業＞  

 アクセサリー部門は、ナチュラル・テイスト商品は堅調な推移となりましたが、高価格帯商品において
は消費マインドの冷え込みの影響を強く受けました。また不採算直営店舗の統合・撤退を進めた結果、売
上が減少いたしました。  
 インナー直営店舗部門は不採算店舗の撤退により売上が減少いたしました。  
 ウェブマーケティング部門のオンラインショップの売上は、メディアとのタイアップ商品が好調となり
売上を伸ばすことができました。  
 また営業損益につきましては、素材価格の高騰による原価率の悪化と店舗統廃合による一時的な経費の
増加により前年を下回りました。  
 その結果、当事業の売上高は４億68百万円、営業損益は60百万円の損失となりました。   
  
  

【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
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当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度と比べて11億36百万円減少し、107億35百万
円となりました。その主なものとしましては、受取手形及び売掛金の減少６億84百万円、商品及び製品の
減少１億25百万円等があげられます。  
 負債については、支払手形及び買掛金が５億93百万円減少したこと、長期借入金が２億93百万円減少し
たこと等により、負債合計としては12億90百万円減少して55億85百万円となりました。  
 純資産については、四半期純損失71百万円を計上したため、株主資本合計が72百万円減少して49億49百
万円となりました。また、期末の株式市場の低迷の影響によりその他有価証券評価差額金が67百万円減少
しましたが、繰延ヘッジ損益が3億13百万円増加したため、純資産合計では1億53百万円増加して51億50百
万円となりました。  
 
(キャッシュ・フローについて)  
 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、４億44百万円となりました。  
(営業活動によるキャッシュ・フロー)  
 主に売上債権の減少額６億84百万円およびたな卸資産の減少額１億97百万円が仕入債務の減少額５億93
百万円を上回ったことにより、当第２四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは
３億10百万円の増加となりました。  
(投資活動によるキャッシュ・フロー)  
 主に固定資産の取得による支出20百万円により、当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキ
ャッシュ・フローは、18百万円の減少となりました。  
(財務活動によるキャッシュ・フロー)  
 主に長期借入金の返済による支出４億58百万円が短期借入金の増加額１億58百万円を上回ったこと等に
より、当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは３億円の減少となりまし
た。  
  

第２四半期の経営成績及び現在の経営環境から判断して、平成20年５月16日に発表した通期の業績予想
を修正いたしました。実際の業績は今後の様々な要因によって異なる結果となる場合があります。 
  

2. 連結財政状態に関する定性的情報

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

  

該当事項はありません。 
  

  

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. 通常の販売目的で保有するたな卸資産のうち、商品及び製品については従来、主として先入先出法

による低価法、仕掛品及び原材料については従来、先入先出法による原価法によっておりましたが、

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、主として先入先出法による原価法（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、これによる損益へ与える影響はありません。  

３. 第１四半期連結会計期間より、「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」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 なお、これによる損益へ与える影響はありません。 

４. 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっていましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６

月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委

員会）、平成19年３月30日改正））が平成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結

財務諸表から適用することができることになったことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの

会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっています。また所有権移転外ファイナン

ス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しております。  

 また、平成20年３月31日以前に取引を開始した所有権移転外ファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた会計処理によっています。  

 なお、これによる損益へ与える影響はありません。 

  

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：千円）

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 444,931 454,751

受取手形及び売掛金 3,512,046 4,197,041

商品及び製品 1,432,302 1,557,515

仕掛品 132,690 153,273

原材料及び貯蔵品 183,617 235,088

繰延税金資産 60,600 60,600

その他 126,819 120,357

貸倒引当金 △15,885 △21,485

流動資産合計 5,877,122 6,757,142

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,348,256 1,404,573

土地 1,025,612 1,025,612

その他（純額） 447,078 480,177

有形固定資産合計 2,820,947 2,910,362

無形固定資産 207,354 237,220

投資その他の資産   

投資有価証券 1,285,610 1,407,441

その他 552,540 568,317

貸倒引当金 △7,902 △7,902

投資その他の資産合計 1,830,248 1,967,856

固定資産合計 4,858,551 5,115,440

資産合計 10,735,673 11,872,582

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,040,780 2,634,257

短期借入金 2,331,819 2,338,438

未払法人税等 17,562 25,116

引当金 84,600 89,100

その他 349,639 667,345

流動負債合計 4,824,402 5,754,256

固定負債   

長期借入金 380,458 673,824

繰延税金負債 95,527 141,059

退職給付引当金 87,701 78,651

役員退職慰労引当金 78,700 76,100

負ののれん 17,956 26,934

その他 100,826 125,464

固定負債合計 761,169 1,122,034

負債合計 5,585,571 6,876,291
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,106,800 4,106,800

資本剰余金 721,228 721,228

利益剰余金 241,066 312,925

自己株式 △119,740 △119,543

株主資本合計 4,949,354 5,021,411

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 140,926 208,098

繰延ヘッジ損益 △39,534 △353,495

為替換算調整勘定 43,875 54,835

評価・換算差額等合計 145,267 △90,562

少数株主持分 55,478 65,442

純資産合計 5,150,101 4,996,291

負債純資産合計 10,735,673 11,872,582
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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：千円）

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 8,560,059

売上原価 5,933,840

売上総利益 2,626,219

販売費及び一般管理費 2,654,724

営業損失（△） △28,505

営業外収益  

受取利息 1,309

受取配当金 21,238

負ののれん償却額 8,978

受取賃貸料 18,535

その他 7,290

営業外収益合計 57,352

営業外費用  

支払利息 35,093

為替差損 40,933

その他 17,635

営業外費用合計 93,663

経常損失（△） △64,816

特別利益  

貸倒引当金戻入額 5,600

特別利益合計 5,600

特別損失  

投資有価証券評価損 12,700

特別損失合計 12,700

税金等調整前四半期純損失（△） △71,916

法人税、住民税及び事業税 9,254

少数株主損失（△） △9,311

四半期純損失（△） △71,859
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

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（△） △71,916

減価償却費 136,335

負ののれん償却額 △8,978

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,049

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 2,600

受取利息及び受取配当金 △22,547

支払利息 35,093

為替差損益（△は益） 1,682

投資有価証券評価損益（△は益） 12,700

売上債権の増減額（△は増加） 684,994

たな卸資産の増減額（△は増加） 197,266

その他の流動資産の増減額（△は増加） 63,296

仕入債務の増減額（△は減少） △593,476

その他の負債の増減額（△は減少） △101,174

小計 339,326

利息及び配当金の受取額 22,547

利息の支払額 △35,472

法人税等の支払額 △15,937

営業活動によるキャッシュ・フロー 310,464

投資活動によるキャッシュ・フロー  

固定資産の取得による支出 △20,681

投資有価証券の取得による支出 △3,573

その他 5,834

投資活動によるキャッシュ・フロー △18,421

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） 158,721

長期借入金の返済による支出 △458,706

自己株式の取得による支出 △196

財務活動によるキャッシュ・フロー △300,181

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,682

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △9,820

現金及び現金同等物の期首残高 454,751

現金及び現金同等物の四半期末残高 444,931
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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。 

  

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) 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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「参考資料」

(要約) 前中間連結損益計算書

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）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 9,341,758

Ⅱ 売上原価 6,534,496

  売上総利益 2,807,261

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,718,413

  営業利益 88,848

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,137

 ２ その他 81,416

    営業外収益計 82,554

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 40,295

 ２ その他 17,869

    営業外費用計 58,165

  経常利益 113,236

Ⅵ 特別利益 9,335

Ⅶ 特別損失

 １ 商品評価損 21,119

 ２ その他 179

    特別損失計 21,298

税金等調整前中間純利益 101,274

  法人税、住民税及び事業税 9,205

  少数株主利益 2,829

  中間純利益 89,238
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