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１．平成21年１月期第３四半期の連結業績（平成20年２月１日　～　平成20年10月31日）

(1）連結経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年１月期第３四半期 61,457 △0.1 120 ― △878 ― △800 ―

20年１月期第３四半期 61,493 6.0 △685 ― △803 ― △97 ―

20年１月期 86,480  176  △613  △209  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

21年１月期第３四半期 △103 61 ― ―

20年１月期第３四半期 △12 35 ― ―

20年１月期 △26 75 ― ―

 (ご参照事項）　当社は、商品輸入の決済に係る為替変動リスクを回避するため長期の通貨オプション契約等を実施

しております。当該契約の残高は、金融商品会計基準により、四半期末日当日の為替レートによる時価評価を行

い、前期末日の評価額と当四半期末日の評価額の差額を評価損益として営業外損益に計上することになっており

ます。このため、経常利益及び四半期純利益は四半期末日当日の為替レートの影響をうけることになります。会

計基準に基づく上記の経営成績だけでは、当期間の経営成績の実態を適切に把握することは困難となっておりま

す。ご参照事項として、当該評価損益を除外した経営成績を３ページに記載しております。

(2）連結財政状態  

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１月期第３四半期 40,586 21,295 51.9 2,728 83

20年１月期第３四半期 43,237 23,532 53.9 2,975 25

20年１月期 43,560 22,948 52.1 2,930 56

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年１月期第３四半期 △335 △1,924 △271 4,259

20年１月期第３四半期 3,380 △1,266 △104 4,494

20年１月期 6,518 △1,714 △498 6,791

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 中間期末  期末  年間

 円 銭  円 銭   円  銭

20年１月期 20 00 20 00 40 00

21年１月期　 20 00 ― ―
40 00

21年１月期(予想） ― ― 20 00
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３．平成21年１月期の連結業績予想（平成20年２月１日　～　平成21年１月31日）　【参考】

 （％表示は対前期増減率）

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 89,000 2.9 1,200 581.1 1,600 ― 300 ― 38 83

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）会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無　　　　　　　　　　　　　　：有

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更の有無　　　　　　　　　　　　：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。

５．個別業績の概要（平成20年２月１日　～　平成20年10月31日）　【参考】

(1）個別経営成績 （％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年１月期第３四半期 50,945 1.1 276 △18.3 △696 － △945 －

20年１月期第３四半期 50,400 2.5 338 △41.0 222 △84.5 42 △95.5

20年１月期 70,831  1,042  282  10  

１株当たり四半期
（当期）純利益

潜在株式調整後
１株当たり四半期
（当期）純利益

円 銭 円 銭

21年１月期第３四半期 △122 42 － －

20年１月期第３四半期 5 38 5 35

20年１月期 1 34 1 33

 (ご参照事項）　当社は、商品輸入の決済に係る為替変動リスクを回避するため長期の通貨オプション契約等を実施

しております。当該契約の残高は、金融商品会計基準により、四半期末日当日の為替レートによる時価評価を行

い、前期末日の評価額と当四半期末日の評価額の差額を評価損益として営業外損益に計上することになっており

ます。このため、経常利益及び四半期純利益は四半期末日当日の為替レートの影響をうけることになります。会

計基準に基づく上記の経営成績だけでは、当期間の経営成績の実態を適切に把握することは困難となっておりま

す。ご参照事項として、当該評価損益を除外した経営成績を３ページに記載しております。

(2）個別財政状態  

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１月期第３四半期 39,460 23,422 59.4 3,035 49

20年１月期第３四半期 42,446 25,730 60.6 3,285 39

20年１月期 42,540 25,208 59.3 3,254 17

６．平成21年１月期の個別業績予想（平成20年２月１日　～　平成21年１月31日）　【参考】

 （％表示は対前期増減率）

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 73,000 3.1 1,200 15.2 1,600 465.8 750 ― 97 08

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

　上記の連結及び個別の業績予想は、平成20年３月21日公表の見通し通りであります。

　なお、当該業績予想は、通貨オプション契約等残高の評価損益を４億円の評価減として経常利益及び当期純利益

を見込んでおります。

　本資料に記載されている業績予想は、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

ます。実際の業績は、今後、様々な要因によって予想値と異なる場合があります。
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 ≪ご参照事項≫

　下記の経営成績の実態は、営業外損益に計上した通貨オプション契約等残高の評価損益を除外して、経常利益を計算

しております。評価損益を除外した税金等調整前四半期純利益により税金費用を再計算して四半期純利益を計算してお

ります。

(1）ご参照事項　連結経営成績の実態 （調整後の数値には下線を付しております。％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年１月期第３四半期 61,457 △0.1 120 ― 698 271.2 136 △72.2

20年１月期第３四半期 61,493 6.0 △685 ― 188 △78.8 492 70.5

(2）ご参照事項　個別経営成績の実態 （調整後の数値には下線を付しております。％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（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年１月期第３四半期 50,945 1.1 276 △18.3 879 △27.6 △8 ―

20年１月期第３四半期 50,400 2.5 338 △41.0 1,214 △13.5 632 △31.5

・当社は、海外メーカーとの直接取引も行っており、輸入決済に係る為替変動リスクを回避するため長期の通貨オプ

ション契約等を利用して為替リスクのヘッジに継続的に取り組んでおります。

・当該通貨オプション契約等の契約残高は、金融商品会計基準に基づき、四半期末日・中間期末日・期末日毎に当日の

為替レート等により時価評価額を算出し、各期末日毎の時価評価額と、前年期末日における同契約残高の時価評価額

との差額を評価損益として営業外損益に計上することになっております。

・このため、経常利益及び四半期純利益は、四半期末日当日の為替レート等の影響を受けることになり、期間の経営成

績の実態を適切に把握することは困難となっております。

・通貨オプション契約等残高の評価損益は、通貨オプション契約等の行使により発生した実際の損益ではなく、各期末

日以降の将来に行使する契約残高を時価評価して計上する会計基準による計算上の損益であります。この評価損益の

累計額は、契約期間終了時までに±０となります。計算上の損益のため、実際に金銭の動きを伴いませんので、キャッ

シュ・フローにも影響いたしません。

・従いまして、この評価損益は事業活動の実態損益を表すものではありません。

・前年期末日における同契約残高の時価評価額は、18億79百万円となっており、当第３四半期末日の時価評価額は、３

億２百万円となり、評価額が減少となりました。このため、当第３四半期では、差額の15億76百万円を評価損として

営業外費用に計上しております。

・上記の計算については、当第３四半期では営業外費用に計上した評価減額15億76百万円を除外、前第３四半期では営

業外費用に計上した評価減額９億91百万円を除外して経常利益を算出し、評価損益を除外した税金等調整前四半期純

利益により税金費用を再計算して四半期純利益を計算しております。

・なお、この評価損益は、当期末日における契約残高の時価評価を行い、前年期末日の時価評価額との差額を計上しま

す。

 (通貨オプション契約等残高及び評価額の推移)　　　　　　　　　　　(単位　残高：百万ドル　評価額：百万円）

 　　　≪当期…当第３四半期末日評価額と20年１月期末日評価額との比較≫

決算期 20年１月期末 21年１月期第３四半期

 項　目 契約残高 期末評価額 契約残高(注) 期末評価額 

 金　額 180 1,879 189 302

 前期末との差額(百万円) 評価額減 △1,906 評価額減 △1,576

 期末日為替レート １ドル＝106円40銭 １ドル＝98円40銭 

 　　　　(注）平成20年２月22日付にて、36百万ドルの新規契約を締結しましたので契約残高が増加しております。

 　　　≪前期…前第３四半期末日評価額と19年１月期末日評価額との比較≫

決算期 19年１月期末 20年１月期第３四半期

 項　目 契約残高 期末評価額 契約残高 期末評価額 

 金　額 216 3,785 189 2,793

前期末との差額(百万円) 評価額増 622 評価額減 △991

 期末日為替レート １ドル＝121円73銭 １ドル＝114円78銭 
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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３四半期における我が国経済は、金融不安を発端とする世界的な景気後退の影響を受け、急速に減速傾向が強まっ

ております。

　アパレル業界においても、消費者の生活防衛意識の高まりにより秋冬物商戦も低調に推移するなど、非常に厳しい状

況で推移いたしました。　

　このような状況下、製造卸売グループでは、仕入・在庫の管理強化によるロス削減やブランド自主管理型売場の収益

改善、ＳＰＡグループでは、店舗採算の改善や経費抑制による収益向上等に努めてまいりました。

　売上高は、厳しい市況ではありましたが、614億57百万円（前年同期比0.1%減）とほぼ横這いとなりました。

　営業利益は、1億20百万円（前年は6億85百万円の損失）と大きく改善いたしました。

　これは、販売費及び一般管理費が、ＳＰＡ事業の規模拡大等により増加して176億27百万円（前年同期比1.6％増）と

なったものの、売上総利益が、ロス削減等による利益率の改善により177億47百万円（前年同期比6.5％増）と増加した

ことによります。

　経常損益は、8億78百万円の損失（前年同期は8億3百万円の損失）となりました。

　これは、営業外収益が為替差益４億２百万円（前年同期は７億83百万円）等により６億28百万円となったものの、営

業外費用が通貨オプション契約等残高の評価差額の洗替えによる差額15億76百万円（前年同期は９億91百万円）等によ

り16億27百万円となったことによります。

　四半期純損益は、8億円の損失（前年同期は97百万円の四半期純損失）となりました。

　これは、特別損失が事務所移転関連費用等により4億54百万円となりましたが、税金費用が５億19百万円のマイナスと

なったこと等によります。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第３四半期における総資産は、前連結会計年度末に比べ29億73百万円減少し405億86百万円となりました。 

　これは、棚卸資産が17億16百万円増加したものの、現金及び預金が25億32百万円、金融派生商品が16億43百万円減少

したこと等によるものであります。

　負債につきましては、前連結会計年度末に比べ13億20百万円減少し192億91百万円となりました。

　これは、短期借入金が２億15百万円増加したものの、支払手形及び買掛金が８億14百万円、その他の流動負債が５億

33百万円減少したこと等によるものであります。

　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ16億53百万円減少し212億95百万円となりました。

　これは、利益剰余金が11億９百万円、その他有価証券評価差額金が４億60百万円減少したこと等によるものでありま

す。

　その結果、自己資本比率は2.0ポイント低下し、１株当たり純資産は201円73銭減少しております。

 （連結キャッシュ・フローの状況）

　営業活動の結果使用した資金は３億35百万円となりました。

　これは、売上債権の減少が10億30百万円となったものの、税金等調整前四半期純損失が13億27百万円、棚卸資産の増

加が17億16百万円となったこと等によるものであります。

　投資活動の結果使用した資金は19億24百万円となりました。

　これは、主に無形固定資産の取得による支出が８億58百万円、保証金の差入による支出が３億95百万円となったこと

等によるものであります。

　財務活動の結果使用した資金は２億71百万円となりました。

　これは、短期借入金が２億15百万円増加したものの、配当金の支払額が３億３百万円、長期借入金の返済による支出

が１億51百万円となったこと等によるものであります。

　以上の結果、当第３四半期の現金及び現金同等物の四半期末残高は、前連結会計年度末に比べ25億32百万円減少し42

億59百万円となりました。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　業績予想については、平成20年３月21日公表の見通し通りであります。

　なお、当該業績予想は、通貨オプション契約等残高の評価損益を４億円の評価減として経常利益及び当期純利益を見

込んでおります。
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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）

　該当事項はありません。

(2）会計処理の方法における簡便な方法の採用

　法人税等の計上基準は、簡便的な方法を採用しております。

(3）最近連結会計年度からの会計処理の方法の変更

　該当事項はありません。
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５．（要約）四半期連結財務諸表

(1）（要約）四半期連結貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成20年１月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成21年１月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成20年１月期末）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金及び預金 4,494 4,259 △235  6,791

受取手形及び売掛金 15,981 15,595 △386  16,626

棚卸資産 4,677 5,066 389  3,349

金融派生商品 2,763 141 △2,621  1,785

その他 432 1,106 674  521

流動資産合計 28,349 26,170 △2,179 △7.7 29,076

Ⅱ　固定資産      

有形固定資産      

 建物及び構築物 3,386 2,812 △573  3,072

 土地 2,537 2,633 96  2,633

 その他 692 577 △115  641

有形固定資産合計 6,617 6,023 △593 △9.0 6,347

無形固定資産 2,010 2,390 379 18.9 2,300

投資その他の資産      

投資有価証券 4,233 3,078 △1,155  3,647

その他 2,026 2,924 897  2,188

投資その他の資産合計  6,260 6,002 △257 △4.1 5,836

固定資産合計 14,887 14,416 △471 △3.2 14,484

資産合計 43,237 40,586 △2,650 △6.1 43,560
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科目

前年同四半期末
（平成20年１月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成21年１月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成20年１月期末）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

支払手形及び買掛金 11,372 11,124 △247  11,938

短期借入金 2,715 2,695 △20  2,480

１年以内返済予定長期借
入金 

201 201 －  201

その他 3,131 3,187 56  3,720

流動負債合計 17,419 17,208 △211 △1.2 18,340

Ⅱ　固定負債      

長期借入金 538 336 △201  487

長期未払金 182 129 △52  182

退職給付引当金 1,210 1,240 30  1,224

その他 354 376 21  376

固定負債合計 2,285 2,083 △202 △8.8 2,271

負債合計 19,705 19,291 △413 △2.1 20,611

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

資本金 1,944 1,944 － － 1,944

資本剰余金 2,007 2,007 － － 2,007

利益剰余金 18,494 17,271 △1,222 △6.6 18,381

自己株式 △192 △329 △136 70.9 △298

株主資本合計 22,252 20,893 △1,359 △6.1 22,034

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額
金 

1,055 247 △807 △76.5 707

繰延ヘッジ損益 △18 △95 △77 428.0 △55

為替換算調整勘定 11 10 △1 △14.5 15

評価・換算差額等合計 1,048 162 △886 △84.5 667

Ⅲ　少数株主持分 230 239 9 4.0 246

純資産合計 23,532 21,295 △2,236 △9.5 22,948

負債、純資産合計 43,237 40,586 △2,650 △6.1 43,560
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(2）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年１月期
第３四半期）

当四半期
（平成21年１月期
第３四半期）

増減
（参考）前期

（平成20年１月期）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 61,493 61,457 △36 △0.1 86,480

Ⅱ　売上原価 44,842 43,713 △1,129 △2.5 62,268

売上総利益 16,650 17,743 1,093 6.6 24,211

返品調整引当金戻入額 87 78 △9 △10.6 87

返品調整引当金繰入額 80 74 △5 △7.3 78

差引売上総利益 16,658 17,747 1,089 6.5 24,220

Ⅲ　販売費及び一般管理費 17,343 17,627 283 1.6 24,044

営業利益　
又は営業損失(△)

△685 120 806 － 176

Ⅳ　営業外収益 922 628 △293 △31.8 1,187

Ⅴ　営業外費用 1,040 1,627 587 56.4 1,976

経常損失(△） △803 △878 △74 － △613

Ⅵ　特別利益 0 5 5 － 0

Ⅶ　特別損失 348 454 105 30.4 663

税金等調整前四半期
（当期）純損失(△）

△1,152 △1,327 △175 － △1,276

税金費用 △948 △519 429 － △976

少数株主損失（△） △106 △7 98 － △89

四半期（当期）純損失(△) △97 △800 △703 － △209

 当四半期（平成21年１月期第３四半期）

（注）営業外収益の主要項目   

為替差益 402百万円 

営業外費用の主要項目   

 デリバティブ評価損 1,576百万円 

特別損失の主要項目   

事務所移転関連費用 296百万円　
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(3）（要約）四半期連結株主資本等変動計算書

前第３四半期連結会計期間（自　平成19年２月１日　至　平成19年10月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年１月31日　残高
（百万円）

1,944 2,007 18,917 △154 22,714

第３四半期連結会計期間中の変動
額

剰余金の配当   △314  △314

四半期純損失(△）   △97  △97

自己株式の取得    △56 △56

自己株式の処分　   △10 18 7

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

     

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計（百万円）

－ － △422 △38 △461

平成19年10月31日　残高
（百万円）

1,944 2,007 18,494 △192 22,252

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成19年１月31日　残高
（百万円）

1,662 12 11 1,686 336 24,738

第３四半期連結会計期間中の変動
額

剰余金の配当      △314

四半期純損失（△）      △97

自己株式の取得　      △56

自己株式の処分　      7

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

△607 △30 0 △638 △106 △744

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計（百万円）

△607 △30 0 △638 △106 △1,205

平成19年10月31日　残高
（百万円）

1,055 △18 11 1,048 230 23,532
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当第３四半期連結会計期間（自　平成20年２月１日　至　平成20年10月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成20年１月31日　残高
（百万円）

1,944 2,007 18,381 △298 22,034

第３四半期連結会計期間中の変動
額

剰余金の配当   △309  △309

四半期純損失（△）   △800  △800

自己株式の取得    △31 △31

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

     

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計（百万円）

－ － △1,109 △31 △1,140

平成20年10月31日　残高
（百万円）

1,944 2,007 17,271 △329 20,893

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成20年１月31日　残高
（百万円）

707 △55 15 667 246 22,948

第３四半期連結会計期間中の変動
額

剰余金の配当      △309

四半期純損失（△）      △800

自己株式の取得      △31

株主資本以外の項目の第３四半
期連結会計期間中の変動額（純
額）

△460 △39 △4 △505 △7 △512

第３四半期連結会計期間中の変動
額合計（百万円）

△460 △39 △4 △505 △7 △1,653

平成20年10月31日　残高
（百万円）

247 △95 10 162 239 21,295
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前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年１月31日　残高
（百万円）

1,944 2,007 18,917 △154 22,714

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当   △314  △314

当期純損失（△）   △209  △209

自己株式の取得    △162 △162

自己株式の処分   △10 18 7

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

     

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

－ － △535 △144 △679

平成20年１月31日　残高
（百万円）

1,944 2,007 18,381 △298 22,034

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成19年１月31日　残高
（百万円）

1,662 12 11 1,686 336 24,738

連結会計年度中の変動額

剰余金の配当      △314

当期純損失（△）      △209

自己株式の取得      △162

自己株式の処分      7

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△954 △68 3 △1,019 △89 △1,109

連結会計年度中の変動額合計
（百万円）

△954 △68 3 △1,019 △89 △1,789

平成20年１月31日　残高
（百万円）

707 △55 15 667 246 22,948
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(4）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前年同四半期
（平成20年１月期
第３四半期）

当四半期
（平成21年１月期
第３四半期）

（参考）前期
（平成20年１月期）

区分 金額（百万円） 金額（百万円） 金額（百万円）

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)純損失（△） △1,152 △1,327 △1,276

減価償却費 537 561 828

賞与引当金の増減額（△は減少） 240 227 △1

受取利息及び受取配当金 △53 △74 △71

支払利息 37 37 50

デリバティブ評価損益（△は評価益） 991 1,576 1,906

売上債権の増減額（△は増加） 557 1,030 △87

棚卸資産の増減額（△は増加） △1,024 △1,716 303

仕入債務の増減額（△は減少） 4,171 △813 4,737

未払金の増減額（△は減少） △482 △536 148

その他 721 759 1,168

　　　　　　小計 4,544 △276 7,707

利息及び配当金の受取額 55 75 71

利息の支払額 △37 △37 △50

法人税等の支払額 △1,192 △100 △1,221

その他 10 2 11

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,380 △335 6,518

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

定期預金の預入による支出 － △200 －

有形固定資産の取得による支出 △697 △314 △957

無形固定資産の取得による支出 △216 △858 △314

投資有価証券の取得による支出 △116 △248 △195

保証金の差入による支出 △101 △395 △106

その他 △133 91 △140

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,266 △1,924 △1,714

Ⅲ　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） 408 215 173

長期借入金の返済による支出 △151 △151 △201

新株引受権の権利行使に伴う収入 7 － 7

自己株式の取得による支出 △56 △31 △162

配当金の支払額 △311 △303 △314

財務活動によるキャッシュ・フロー △104 △271 △498

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 △1 0

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,008 △2,532 4,306

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 2,485 6,791 2,485

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末（期末）残高 4,494 4,259 6,791
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(5）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前年同四半期（平成20年１月期第３四半期）

当社及び連結子会社は、衣料品事業のみを営む単一セグメントのため、該当事項はありません。 

当四半期（平成21年１月期第３四半期）

当社及び連結子会社は、衣料品事業のみを営む単一セグメントのため、該当事項はありません。

（参考）前期（平成20年１月期）

 当社及び連結子会社は、衣料品事業のみを営む単一セグメントのため、該当事項はありません。

〔所在地別セグメント情報〕

前年同四半期（平成20年１月期第３四半期）

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の売上高の割合が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。

当四半期（平成21年１月期第３四半期）

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の売上高の割合が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。 

（参考）前期（平成20年１月期）

全セグメントの売上高の合計に占める本邦の売上高の割合が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。
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６．（要約）四半期個別財務諸表

(1）（要約）四半期貸借対照表

科目

前年同四半期末
（平成20年１月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成21年１月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成20年１月期末）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

（資産の部）      

Ⅰ　流動資産      

現金及び預金 4,146 3,719 △427  6,135

受取手形 449 480 30  597

売掛金 14,423 13,478 △945  14,598

棚卸資産 3,445 3,665 220  2,311

金融派生商品 2,763 141 △2,621  1,785

その他 525 1,033 507  485

流動資産合計 25,754 22,519 △3,234 △12.6 25,914

Ⅱ　固定資産      

有形固定資産      

建物 2,511 2,135 △375  2,378

土地 2,537 2,633 96  2,633

その他 449 370 △79  400

有形固定資産合計 5,497 5,139 △358 △6.5 5,412

無形固定資産 768 1,493 725 94.5 1,146

投資その他の資産      

投資有価証券 6,418 5,192 △1,225  5,832

関係会社長期貸付金 2,440 2,643 203  2,500

その他 1,568 2,471 903  1,734

投資その他の資産合計 10,426 10,307 △119 △1.1 10,066

固定資産合計 16,692 16,940 248 1.5 16,626

資産合計 42,446 39,460 △2,986 △7.0 42,540
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科目

前年同四半期末
（平成20年１月期
第３四半期末）

当四半期末
（平成21年１月期
第３四半期末）

増減
（参考）前期末

（平成20年１月期末）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

（負債の部）      

Ⅰ　流動負債      

買掛金 10,412 9,881 △530  10,968

短期借入金 1,200 900 △300  1,000

１年以内返済予定長期借
入金 

201 201 －  201

その他 2,588 2,985 397  2,920

流動負債合計 14,402 13,968 △433 △3.0 15,091

Ⅱ　固定負債      

長期借入金 538 336 △201  487

退職給付引当金 1,192 1,229 36  1,212

その他 582 503 △79  540

固定負債合計 2,313 2,069 △244 △10.6 2,240

負債合計 16,715 16,037 △677 △4.1 17,331

（純資産の部）      

Ⅰ　株主資本      

資本金 1,944 1,944 － － 1,944

資本剰余金 2,007 2,007 － － 2,007

利益剰余金 20,939 19,652 △1,286 △6.1 20,907

自己株式 △192 △329 △136 70.9 △298

株主資本合計 24,697 23,274 △1,423 △5.8 24,560

Ⅱ　評価・換算差額等      

その他有価証券評価差額
金 

1,050 243 △807 △76.8 703

繰延ヘッジ損益 △18 △95 △77 428.0 △55

評価・換算差額等合計 1,032 147 △884 △85.7 648

純資産合計 25,730 23,422 △2,308 △9.0 25,208

負債、純資産合計 42,446 39,460 △2,986 △7.0 42,540
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(2）（要約）四半期損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年１月期
第３四半期）

当四半期
（平成21年１月期
第３四半期）

増減
（参考）前期

（平成20年１月期）

金額（百万円） 金額（百万円）
金額

（百万円）
増減率
（％）

金額（百万円）

Ⅰ　売上高 50,400 50,945 545 1.1 70,831

Ⅱ　売上原価 40,150 39,207 △942 △2.3 55,707

売上総利益 10,249 11,738 1,488 14.5 15,124

返品調整引当金戻入額 86 77 △8 △10.0 86

返品調整引当金繰入額 77 72 △5 △7.2 77

差引売上総利益 10,258 11,743 1,485 14.5 15,132

Ⅲ　販売費及び一般管理費 9,919 11,466 1,546 15.6 14,090

営業利益 338 276 △61 △18.3 1,042

Ⅳ　営業外収益 1,083 768 △314 △29.0 1,409

Ⅴ　営業外費用 1,198 1,742 543 45.3 2,168

経常利益又は
経常損失（△）

222 △696 △919 － 282

Ⅵ　特別利益 512 － △512 △100.0 512

Ⅶ　特別損失 1,590 861 △729 △45.8 1,807

税引前四半期（当期）純損
失（△）

△855 △1,558 △702 82.1 △1,012

税金費用 △898 △612 285 △31.8 △1,023

四半期（当期）純利益又は
四半期純損失（△）

42 △945 △988 － 10

当四半期（平成21年１月期第３四半期）

（注）営業外収益の主要項目  

 為替差益 396百万円

営業外費用の主要項目  

デリバティブ評価損 1,576百万円

特別損失の主要項目  

関係会社支援損失引当金繰入

額　
380百万円　

事務所移転関連費用 274百万円　
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(3）（要約）四半期株主資本等変動計算書

前第３四半期会計期間（自　平成19年２月１日　至　平成19年10月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年１月31日　残高
（百万円）

1,944 2,007 2,007 223 17,000 3,998 21,222 △154 25,019

第３四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当      △314 △314  △314

四半期純損失（△）      42 42  42

自己株式の取得        △56 △56

自己株式の処分      △10 △10 18 7

株主資本以外の項目の第３
四半期会計期間中の変動額
（純額）

         

第３四半期会計期間中の変動額
合計（百万円）

－ － － － － △283 △283 △38 △321

平成19年10月31日　残高
（百万円）

1,944 2,007 2,007 223 17,000 3,715 20,939 △192 24,697

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成19年１月31日　残高
（百万円）

1,659 12 1,672 26,692

第３四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当    △314

四半期純損失（△）    42

自己株式の取得    △56

自己株式の処分　    7

株主資本以外の項目の第３四
半期会計期間中の変動額（純
額）

△608 △30 △639 △639

第３四半期会計期間中の変動額
合計（百万円）

△608 △30 △639 △961

平成19年10月31日　残高
（百万円）

1,050 △18 1,032 25,730
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当第３四半期会計期間（自　平成20年２月１日　至　平成20年10月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成20年１月31日　残高
（百万円）

1,944 2,007 2,007 223 17,000 3,683 20,907 △298 24,560

第３四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当      △309 △309  △309

四半期純損失（△）      △945 △945  △945

自己株式の取得        △31 △31

株主資本以外の項目の第３
四半期会計期間中の変動額
（純額）

         

第３四半期会計期間中の変動額
合計（百万円）

－ － － － － △1,255 △1,255 △31 △1,286

平成20年10月31日　残高
（百万円）

1,944 2,007 2,007 223 17,000 2,428 19,652 △329 23,274

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成20年１月31日　残高
（百万円）

703 △55 648 25,208

第３四半期会計期間中の変動額

剰余金の配当    △309

四半期純損失（△）    △945

自己株式の取得    △31

株主資本以外の項目の第３四
半期会計期間中の変動額（純
額）

△460 △40 △500 △500

第３四半期会計期間中の変動額
合計（百万円）

△460 △40 △500 △1,786

平成20年10月31日　残高
（百万円）

243 △95 147 23,422
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自　平成19年２月１日　至　平成20年１月31日）

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合
計

資本準備金
資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合計

別途積立金
繰越利益剰
余金

平成19年１月31日　残高
（百万円）

1,944 2,007 2,007 223 17,000 3,998 21,222 △154 25,019

事業年度中の変動額

剰余金の配当      △314 △314  △314

当期純利益      10 10  10

自己株式の取得        △162 △162

自己株式の処分      △10 △10 18 7

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

         

事業年度中の変動額合計
（百万円）

－ － － － － △315 △315 △144 △459

平成20年１月31日　残高
（百万円）

1,944 2,007 2,007 223 17,000 3,683 20,907 △298 24,560

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

繰延ヘッジ損益
評価・換算差額等
合計

平成19年１月31日　残高
（百万円）

1,659 12 1,672 26,692

事業年度中の変動額

剰余金の配当    △314

当期純利益    10

自己株式の取得    △162

自己株式の処分    7

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△955 △68 △1,023 △1,023

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△955 △68 △1,023 △1,483

平成20年１月31日　残高
（百万円）

703 △55 648 25,208
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