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平成 21 年１月期  第３四半期財務・業績の概況 

   

平成 20 年 12 月 12 日 

上 場 会 社 名        株式会社クリムゾン        上場取引所 ＪＱ 
コ ー ド 番 号         2776                            ＵＲＬ  http://www.crymson.co.jp 
代  表  者 （役職名）代表取締役社長 兼 ＣＥＯ（氏名）茂木 眞一 
問合せ先責任者 （役職名）取締役 ＣＦＯ      （氏名）藤田 宇明  ＴＥＬ (03)5637－0505 
 

（百万円未満切捨て）  

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 8,958 （△4.7） △43 （―） △159 （―） 27 （―）

20年１月期第３四半期 9,397（△15.8） △1,016 （―） △996 （―） △1,532 （―）

20 年１月期 12,915     △1,193    △1,177     △1,822    

 

 
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 1,123  05 ―  ―

20年１月期第３四半期 △63,503  04 ―  ―

20 年１月期 △75,526  59 ―  ―

 
(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 5,840 1,570 26.8  64,833  84

20 年１月期第３四半期 8,357 1,843 22.1  76,393  96

20 年１月期 6,851 1,555 22.6  64,250  87

 
２．配当の状況 

 1 株当たり配当金 

（基準日） 第１四半期末 

20年１月期第３四半期 
  円   銭

―  ― 

21 年１月期第３四半期 ―  ― 

 



   
 

 

 
2

㈱クリムゾン（2776）  平成 21 年１月期第３四半期財務・業績の概況 

 
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、通期は対前期） 

 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 12,700 △1.7 200  ― 140  ― 100  ― 4,143  70

 
 
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) 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、３ページの【定性的情報・財務諸表等】、４ページの【４．その他】をご覧ください。］ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
   上記の業績予想は、平成 20 年３月 26 日公表の見通しの通りであります。 
   また、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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【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３四半期における業績は、卸売・小売・ライセンスの各事業において拡販を目指しました。

売上については、前年同期比に対して、卸売事業においては上回ったものの、小売事業において

は大幅な不採算店舗の閉鎖を進めたことにより下回る結果となりました。しかしながら、従前よ

り取り組んでおります販売費及び一般管理費の圧縮が進んだことにより、前年同期比に対して、

営業損益、経常損益、四半期純損益は大幅に回復いたしました。 
以上の結果、当第３四半期の売上高は 8,958,938 千円（前年同期比 4.7％減）、営業損失 43,988

千円（前年同期は営業損失 1,016,344 千円）、経常損失 159,867 千円（前年同期は経常損失 996,724
千円）、四半期純利益は 27,102 千円（前年同期は四半期純損失 1,532,518 千円）となりました。 
なお、当社グループは、従前より決算期末（７月、１月）において、たな卸資産について一定の

基準による評価減を行なっておりますが、当第３四半期においては、たな卸資産の評価減は行なっ

ておりません。 
 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期における資産、負債及び純資産の状況にうち、前連結会計年度末と比較して変動の

ある項目は以下のとおりであります。 
総資産の状況は、前連結会計年度末と比較して 1,010,489 千円減少し 5,840,561 千円となりまし

た。これは主に、たな卸資産が 141,777 千円増加したものの、現金及び預金 308,662 千円、受取

手形及び売掛金 573,843 千円、敷金・保証金 410,246 千円減少したこと等によるものであります。

負債の状況につきましては、前連結会計年度末と比較して 1,025,773 千円減少し 4,269,646 千円

となりました。これは主に、支払手形及び買掛金 1,122,987 千円、一年以内返済予定長期借入金

203,676 千円、長期借入金 630,372 千円が減少したものの、短期借入金 565,000 千円、未払金

398,579 千円が増加したこと等によるものであります。 
純資産の状況につきましては、前連結会計年度末と比較して 15,284 千円増加し 1,570,914 千円

となりました。これは主に、四半期純利益 27,102 千円計上したことにより利益剰余金が増加した

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 

 連結業績予想に関しましては、平成 20 年３月 26 日に発表いたしました業績予想に変更はあり

ませんが、第 4 四半期の業績予想値を精査しており、明らかになり次第速やかに公表いたします。
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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) 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 

（単位：千円、％） 
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）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
（資産の部）  
Ⅰ 流動資産  
 1．現金及び預金 714,536 213,113  521,776
 2．受取手形及び売掛金 2,409,895 1,683,620  2,257,463
 3．たな卸資産 1,446,808 1,007,792  866,014
 4．その他 731,775 747,496  545,283
 5．貸倒引当金 △4,072 △10,523  △6,445
流動資産合計 5,298,943 3,641,500 △1,657,443 △31.3 4,184,092

Ⅱ 固定資産  
 (1)有形固定資産  
   1．建物及び構築物 596,669 432,466  473,426

 2．その他 197,749 208,116  180,798
 有形固定資産合計 794,418 640,582  654,224

 (2)無形固定資産 123,056 104,923  117,771
 (3)投資その他の資産  

 1．敷金・保証金 1,731,728 1,105,724  1,515,971
 2．その他 425,123 371,576  408,243

   3．貸倒引当金 △15,480 △23,745  △29,252
   投資その他の資産合計 2,141,371 1,453,554  1,894,961
固定資産合計 3,058,846 2,199,061 △859,785 △28.1 2,666,957

  資産合計 8,357,790 5,840,561 △2,517,228 △30.1 6,851,050
（負債の部）  
Ⅰ 流動負債  
 1．支払手形及び買掛金 2,737,372 919,955  2,042,943
 2．短期借入金 314,000 768,000  203,000
 3．一年以内返済予定 1,172,867 841,089  1,044,765
   長期借入金  
 4．未払金 575,177 805,667  407,087
 5．引当金 36,716 9,259  34,020
 6．その他 161,152 213,308  206,172
流動負債合計 4,997,285 3,557,280 △1,440,005 △28.8 3,937,990

Ⅱ 固定負債  
 1．長期借入金 1,418,494 647,575  1,277,947
 2．その他 98,395 64,791  79,483
固定負債合計 1,516,889 712,366 △804,522 △53.0 1,357,430
負債合計 6,514,174 4,269,646 △2,244,527 △34.5 5,295,420
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（単位：千円、％） 
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）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
（純資産の部）  
Ⅰ 株主資本  
 1．資本金 996,650 996,650 ― ― 996,650
 2．資本剰余金 1,262,690 1,262,690 ― ― 1,262,690

3．利益剰余金 △348,707 △611,769 △263,061 75.4 △638,872
 4．自己株式 △81,809 △81,809 ― ― △81,809
   株主資本合計 1,828,823 1,565,761 △263,061 △14.4 1,538,658
Ⅱ 評価・換算差額等  
 1．その他有価証券 4,978 △4,794 △9,772 ― 3,185
   評価差額金  
 2．為替換算調整勘定 6,437 3,668 △2,769 △43.0 8,721
   評価・換算差額合計 11,416 △1,126 △12,542 ― 11,907
Ⅲ 新株予約権 3,376 6,279 2,903 86.0 5,064

純資産合計 1,843,615 1,570,914 △272,700 △14.8 1,555,630
負債、純資産合計 8,357,790 5,840,561 △2,517,228 △30.1 6,851,050

（注） 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 

    受取手形の割引高 147,052 千円 
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(2) （要約）四半期連結損益計算書 

  （単位：千円、％） 

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）科  目 

金  額 金  額 金  額 増減率 金  額 
Ⅰ 売上高 9,397,259 8,958,938 △438,320 △4.7 12,915,810
Ⅱ 売上原価 4,835,032 4,639,599 △195,432 △4.0 6,900,831

売上総利益 4,562,227 4,319,339 △242,887 △5.3 6,014,978
Ⅲ 販売費及び一般管理費 5,578,571 4,363,327 △1,215,244 △21.8 7,208,152

営業損失 △1,016,344 △43,988 972,356 △95.7 △1,193,173
Ⅳ 営業外収益 76,201 4,880 △71,321 △93.6 97,473
Ⅴ 営業外費用 56,581 120,759 64,178 113.4 81,390
経常損失 △996,724 △159,867 836,857 △84.0 △1,177,090

Ⅵ 特別利益 48,905 233,459 184,554 377.4 46,214
Ⅶ 特別損失 562,771 24,093 △538,678 △95.7 662,789

税金等調整前四半期 

（当期）純利益又は 

税金等調整前四半期 

（当期）純損失（△） 

△1,510,590 49,499 1,560,090 ― △1,793,665

税金費用 21,928 22,396 468 2.1 29,017
四半期（当期）純利益 

又は四半期（当期）純 

損失（△） 

△1,532,518 27,102 1,559,621 ― △1,822,683

（注） 記載金額は、千円未満の端数を切り捨てて表示しております。 
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(3) （要約）四半期連結株主資本等変動計算書 

 
  前年同四半期（自 平成 19 年２月１日 至 平成 19 年 10 月 31 日） 

（単位：千円） 

株主資本 
項 目 

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(千円) 996,650 1,262,690 1,280,343 △81,809 3,457,874

当四半期中の変動額  

剰余金の配当 △96,532  △96,532

四半期純損失（△） △1,532,518  △1,532,518

株主資本以外の項目の 

当四半期中の変動額（純額） 

 

 

当四半期中の変動額合計（千円） ― ― △1,629,050 ― △1,629,050

平成 19 年 10 月 31 日残高（千円） 996,650 1,262,690 △348,707 △ 81,809 1,828,823

 

評価・換算差額等 

項 目 
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 

新株予約権 純資産合計

平成 19 年１月 31 日残高 

(千円) 
14,064 5,580 6,115 25,760 ― 3,483,634

当四半期中の変動額   

剰余金の配当   △96,532

四半期純損失（△）   △1,532,518

株主資本以外の項目の 

当四半期中の変動額（純額） 
△9,086 △5,580 △14,666 3,376 △11,290

当四半期中の変動額合計

（千円） 
△9,086 △5,580 ― △14,666 3,376 △1,640,341

平成 19 年 10 月 31 日残高

（千円） 
4,978 ― 6,115 11,093 3,376 1,843,293
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当四半期（自 平成 20 年２月１日 至 平成 20 年 10 月 31 日） 

（単位：千円） 

株主資本 
項 目 

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(千円) 996,650 1,262,690 △638,872 △81,809 1,538,658

当四半期中の変動額  

剰余金の配当  

四半期純利益 27,102  27,102

株主資本以外の項目の 

当四半期中の変動額（純額） 

 

 

当四半期中の変動額合計（千円） ― ― 27,102 ― 27,102

平成 20 年 10 月 31 日残高（千円） 996,650 1,262,690 △611,769 △ 81,809 1,565,761

 

評価・換算差額等 

項 目 
その他有価証券 

評価差額金 

為替換算調整 

勘定 

評価・換算差額等

合計 

新株予約権 純資産合計 

平成 20 年１月 31 日残高 

(千円) 
3,185 8,721 11,907 5,064 1,555,630

当四半期中の変動額  

剰余金の配当  

四半期純利益  27,102

株主資本以外の項目の 

当四半期中の変動額（純額） 
△7,980 △5,053 △13,033 1,215 △11,818

当四半期中の変動額合計

（千円） 
△7,980 △5,053 △13,033 1,215 15,284

平成 20 年 10 月 31 日残高

（千円） 
△4,794 3,668 △1,126 6,279 1,570,914
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前連結会計年度（自 平成 19 年２月１日 至 平成 20 年１月 31 日） 
（単位：千円） 

株主資本 
項 目 

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(千円) 996,650 1,262,690 1,280,343 △81,809 3,457,874

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当 △96,532  △96,532

当期純利益 △1,822,683  △1,822,683

株主資本以外の項目の 

当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 

（千円） 
― ― △1,919,215 ― △1,919,215

平成 20 年１月 31 日残高（千円） 996,650 1,262,690 △638,872 △ 81,809 1,538,658

 

評価・換算差額等 

項 目 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 

新株予約権 純資産合計

平成 19 年１月 31 日残高(千円) 14,064 5,580 6,115 25,760 ― 3,483,634

連結会計年度中の変動額  

剰余金の配当  △96,532

当期純利益  △1,822,683

株主資本以外の項目の 

当連結会計年度中の変動額（純額） 
△10,879 △5,580 2,606 △13,853 5,064 △8,789

連結会計年度中の変動額合計 

（千円） 
△10,879 △5,580 2,606 △13,853 5,064 △1,928,004

平成 20 年１月 31 日残高（千円） 3,185 ― 8,721 11,907 5,064 1,555,630
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(4) 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） 
 
 
  当社グループは、所有権及び使用権を有するブランドのアパレル繊維商品（主にカジュアル 

ウェア）に関連する事業以外に事業の種類がない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） 
 
 

当社グループは、所有権及び使用権を有するブランドのアパレル繊維商品（主にカジュアル 
ウェア）に関連する事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

 
 

（参考）前期（平成 20 年１月期） 
 
 

当社グループは、所有権及び使用権を有するブランドのアパレル繊維商品（主にカジュアル 
ウェア）に関連する事業以外に事業の種類がない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） 
 
 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、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） 
 
 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありませ 
ん。 

 
 

（参考）前期（平成 20 年１月期） 
 
 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありませ 
ん。 

  


