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1.  平成21年3月期第3四半期の業績（平成20年4月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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3四半期 1,892 ― 18 ― 32 ― △213 ―

20年3月期第3四半期 2,029 0.4 △0 △100.1 21 △80.7 50 △51.2

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3四半期 △10.41 ―

20年3月期第3四半期 2.49 ―

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3四半期 1,445 887 61.4 43.37
20年3月期 1,529 1,006 65.8 49.17

（参考） 自己資本   21年3月期第3四半期  887百万円 20年3月期  1,006百万円

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  

当社は定款において期末日を配当基準日と定めておりますが、現時点では当該基準日における配当予想額は未定であります。  

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） ――― ――― ――― ― ―

3.  平成21年3月期の業績予想（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）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 2,500 △0.8 △35 ― △12 ― △255 ― △12.41

4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

「詳細は、2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) 四半期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） 

「詳細は、2ページ【定性的情報・財務情報等】4.その他をご覧ください。」  

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3四半期  20,540,525株 20年3月期  20,540,525株

② 期末自己株式数 21年3月期第3四半期  71,636株 20年3月期  66,329株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年3月期第3四半期  20,471,690株 20年3月期第3四半期  20,480,631株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、リーマン・ブラザーズの破綻をきっかけに、世界的な金融市場の混

乱が実体経済に深刻な影響を与え、企業収益の悪化、雇用問題の深刻化などにより景気の後退感は一層強まってまい

りました。

当紳士服業界におきましても、雇用情勢の悪化や個人所得の伸び悩みによる消費マインドの低下により、引続き厳

しい経営環境が続いております。

このような経営環境のなか当社は、基本方針であるローコスト経営による収益力の向上を目指し、製造コストの削

減及び経費の節減を図るとともに、各店舗の採算性と成長性を見直し、当第３四半期におきましては、不採算店舗と

して、肥後橋店、土佐堀店（以上大阪府）、八重洲口店（東京都）の直営店３店舗を閉店いたしました。

売上高につきましては、個人消費低迷の影響を受け1,892百万円（前年同期比6.7%減）となりましたが、営業利益

につきましては、製造コストの削減による粗利益率の改善及び経費の節減により18百万円（前年同期営業損失０百万

円）となりました。

また、経常利益につきましては、営業外損益として有価証券利息14百万円、為替差損３百万円等を調整した結果32

百万円となり、四半期純損益につきましては、特別損失として、退職給付債務の算定方法を簡便法から原則法へ変更

したことによる74百万円の計上、および投資有価証券評価損158百万円の計上等により、213百万円の四半期純損失と

なりました。

２．財政状態に関する定性的情報

（資産の部）

当第３四半期末の総資産は、前期末に比べ83百万円減少し1,445百万円となりました。その主な要因は売掛金の減

少及び投資有価証券の評価損によるものであります。

（負債の部）

当第３四半期末の負債合計は、前期末に比べ35百万円増加し558百万円となりました。その主な要因は退職給付引

当金が増加した一方で、短期借入金および買掛金の減少によるものであります。

（純資産の部）

当第３四半期末の純資産合計は、前期末に比べ118百万円減少し887百万円となりました。その主な要因は四半期純

損失の計上によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

平成21年３月期の業績予想に関しましては、引き続き厳しい経営環境が予想されますが、今後もより効率的な経営

を目指し業績目標の達成に努めてまいります。

平成20年11月７日の第２四半期決算発表時の業績予想の見直しは行っておりません。

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

　① 棚卸資産の評価方法

　当第３四半期会計期間末における棚卸高の算定に関して、実地棚卸を省略し第２四半期会計期間末に係る実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

② 固定資産の減価償却費の算定方法

定率法を採用している資産については、当事業年度にかかる減価償却費の額を期間按分して算定する方法によっ

ております。

（２）四半期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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。
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② 棚卸資産の評価基準及び評価方法については、従来、原価法によっておりましたが、当事業年度より「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伴い、原価法（収益の低下による簿価

切下げの方法）により算定しております。この変更に伴う損益に与える影響はありません。

③ 当事業年度より退職給付債務の算定の精度を高め、期間損益計算をより適正化するため、退職給付債務の算定

方法を簡便法から原則法に変更しております。この変更に伴い、期首時点で退職給付債務を算定した結果発生し

た簡便法と原則法の差額74,693千円を特別損失に計上しております。

　この結果、従来によった場合に比べ営業利益及び経常利益は138,878千円増加し、四半期純損失が64,185千円

減少しております。
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 318,112 264,166

受取手形及び売掛金 155,431 192,729

原材料 7,600 4,844

仕掛品 7,184 10,292

その他 52,345 54,805

貸倒引当金 △43,440 △54,040

流動資産合計 497,233 472,797

固定資産   

有形固定資産 13,014 22,824

無形固定資産 2,684 2,984

投資その他の資産   

投資有価証券 487,880 551,631

関係会社株式 35,000 35,000

長期貸付金 40,844 44,235

破産更生債権等 53,759 60,160

敷金及び保証金 373,701 402,603

その他 14,598 14,813

貸倒引当金 △72,759 △77,759

投資その他の資産合計 933,024 1,030,685

固定資産合計 948,724 1,056,495

資産合計 1,445,958 1,529,292

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 113,955 125,158

短期借入金 － 30,000

未払金 32,831 18,712

未払法人税等 11,109 16,563

賞与引当金 10,500 16,000

その他 47,140 50,400

流動負債合計 215,537 256,834

固定負債   

退職給付引当金 165,409 81,061

役員退職慰労引当金 17,950 16,270

長期預り金 159,240 168,323

固定負債合計 342,599 265,654

負債合計 558,136 522,489



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成20年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,027,026 1,027,026

利益剰余金 △77,797 135,333

自己株式 △6,989 △6,582

株主資本合計 942,239 1,155,777

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △54,417 △148,974

評価・換算差額等合計 △54,417 △148,974

純資産合計 887,821 1,006,802

負債純資産合計 1,445,958 1,529,292



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 1,892,638

売上原価 923,207

売上総利益 969,431

販売費及び一般管理費 951,339

営業利益 18,091

営業外収益  

受取利息 1,129

有価証券利息 14,183

その他 2,327

営業外収益合計 17,640

営業外費用  

支払利息 140

為替差損 3,480

その他 2

営業外費用合計 3,623

経常利益 32,108

特別利益  

貸倒引当金戻入額 12,281

特別利益合計 12,281

特別損失  

投資有価証券評価損 158,308

過年度退職給付費用 74,693

店舗閉鎖損失 6,484

固定資産除却損 5,237

減損損失 2,217

特別損失合計 246,939

税引前四半期純損失（△） △202,549

法人税、住民税及び事業税 10,581

法人税等合計 10,581

四半期純損失（△） △213,131



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 689,704

売上原価 334,847

売上総利益 354,857

販売費及び一般管理費 298,464

営業利益 56,392

営業外収益  

受取利息 475

有価証券利息 5,000

その他 838

営業外収益合計 6,313

営業外費用  

為替差損 4,765

営業外費用合計 4,765

経常利益 57,940

特別利益  

貸倒引当金戻入額 7,700

特別利益合計 7,700

特別損失  

店舗閉鎖損失 6,196

固定資産除却損 4,241

特別損失合計 10,438

税引前四半期純利益 55,202

法人税、住民税及び事業税 3,527

法人税等合計 3,527

四半期純利益 51,674



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △202,549

減価償却費 6,874

店舗閉鎖損失 6,484

固定資産除却損 5,237

減損損失 2,217

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,600

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 84,348

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,680

受取利息及び受取配当金 △15,312

支払利息 140

投資有価証券評価損益（△は益） 158,308

為替差損益（△は益） 3,480

売上債権の増減額（△は増加） 37,297

たな卸資産の増減額（△は増加） 352

その他の資産の増減額（△は増加） 9,773

仕入債務の増減額（△は減少） △11,202

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,174

その他の負債の増減額（△は減少） △4,438

小計 60,416

利息及び配当金の受取額 20,665

利息の支払額 △94

法人税等の支払額 △14,082

営業活動によるキャッシュ・フロー 66,905

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 △3,004

投資有価証券の取得による支出 △400,000

投資有価証券の償還による収入 400,000

長期前払費用の取得による支出 △1,000

敷金及び保証金の差入による支出 △2,950

敷金及び保証金の回収による収入 23,602

貸付けによる支出 △3,156

貸付金の回収による収入 7,436

投資活動によるキャッシュ・フロー 20,928

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △30,000

自己株式の取得による支出 △407

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,407

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,480

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 53,946

現金及び現金同等物の期首残高 264,166

現金及び現金同等物の四半期末残高 318,112



　当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表等

（要約）四半期損益計算書

前第３四半期累計期間（平成19年４月１日～12月31日）

科目

前年同四半期
（平成20年３月期
第３四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 2,029,519

Ⅱ　売上原価 1,017,327

売上総利益 1,012,192

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,012,294

営業損失（△） △101

Ⅳ　営業外収益 23,381

Ⅴ　営業外費用 1,894

経常利益 21,385

Ⅵ　特別利益 59,362

Ⅶ　特別損失 22,739

税引前四半期純利益 58,007

税金費用 7,041

四半期純利益 50,966
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