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1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 12,996 ― △98 ― △246 ― △301 ―

20年3月期第3四半期 14,616 △4.4 108 38.4 108 △17.0 85 △77.9

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 △9.30 ―

20年3月期第3四半期 2.64 2.64

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 10,866 4,616 42.0 140.93
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3四半期  4,563百万円 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） ――― ――― ――― 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 17,000 △12.0 △90 ― △210 ― △300 ― △9.26

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21年２月10日に連結業績予想の修正を行っております。 
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3四半期  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3四半期  878,582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3四半期  32,381,331株 20年3月期第3四半期  32,347,091株



当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高につきましては 129億96百万円となりました。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53億69百万円、ホビー事業においては13億94百万円となりました。基盤事業であるア
ウター事業では33億68百万円、マテリアル事業では21億62百万円となりました。  
 また景気後退・実体経済の悪化を背景とした雇用情勢の悪化などを受けて消費者の支出削減の姿勢がい
っそう強まったことにより、衣料品に対する消費の低迷がますます強まっています。こうした中、当社が
ターゲットとするコモディティ衣料品市場では販売数量の落ち込みが顕著なものとなり、秋冬商材におい
て全般的な売れ行きが低迷したことで収益力が低下しました。また製造および物流コスト削減などを進め
ることにより、原材料価格の高騰などがあったものの製品原価の上昇を吸収してきましたが、一段の改善
にはいたりませんでした。その結果、営業損益は98百万円の損失、経常損益は２億46百万円の損失、四半
期純損益は３億1百万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、年初来の市況低迷のなか、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。またこれを活かし従来は取引のな
かった新市場における得意先の開拓も進めることができました。しかし秋冬商材のもっとも活発化する10
月以降における消費マインドの想定以上の厳しい冷え込みで販売数量が低迷し、売上高としては前年を下
回りました。  
 また営業損益につきましては、製造および物流コスト削減に取り組んできた成果が表れはじめ、原材料
価格の高騰や中国工場での人件費の高騰の影響を最小限にとどめることができましたが、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損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53億69百万円、営業損益は68百万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
好調な商材があったものの、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、ミセス部門は在庫の適正化や在庫回転率の向上を進めた結果、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継続し、営業損益としては前年と同水準を確
保することが出来ました。  
 その結果、当事業の売上高は33億68百万円、営業利益は79百万円となりました。 
  
＜マテリアル事業＞  

 マテリアル部門は、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、刺しゅうレースが
引き続き順調に推移しました。しかし国内外のインナー市場の冷え込みが強まる中、各インナーメーカー
による生産調整の影響を受けたことにより、売上の伸びが縮小しました。  
 また営業損益につきましては、特に刺しゅうレースにおける売上の拡大および利益率の改善が継続して
おり、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21億62百万円、営業損益は30百万円の損失となりました。 
  
＜ホビー事業＞  

 手芸部門は、「コスモ」ブランドで展開する刺しゅう関連商品の販売に注力した結果、刺しゅう関連で
の収益力を伸ばすことが出来ました。またパッチワーク関連においてもU.S.Aコットン生地の販売も伸び
ております。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、国産オリジ
ナルプリン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。  
 また営業損益につきましては、売上が減少したものの製品ミックスの変更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損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13億94百万円、営業利益は３百万円となりました。 
  

・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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＜その他の事業＞  
 アクセサリー部門は、個人消費支出の抑制傾向が強まる中、秋冬商戦において押しなべて販売が低迷い
たしました。またこのような状況に対応すべく不採算直営店舗の統廃合を積極的に進めた結果、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、店舗統廃合による一時的な経費の増加を主な原因として前年を下回りま
した。  
 その結果、当事業の売上高は７億２百万円、営業損益は81百万円の損失となりました。 
  
  

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べて10億５百万円減少し、108億66百
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４億73百万円、商品及び製品
の減少95百万円、投資有価証券の減少３億１百万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４億35百万円減少したこと、短期借入金と長期借入金の合計で
98百万円減少したこと等により、負債合計としては６億26百万円減少して62億50百万円となりました。  
 純資産については、四半期純損失３億１百万円を計上したため、株主資本合計が３億１百万円減少して
47億20百万円となりました。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１億
61百万円減少しましたが、繰延ヘッジ損益は１億18百万円増加しました。以上により純資産合計では３億
79百万円減少して46億16百万円となりました。 
  
(キャッシュ・フローについて)  
 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物は、６億26百万円となりました。  
(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４億73百万円およびたな卸資産の減少額２億22百万円が仕入債務の減少額４億35
百万円を上回ったことにより、当第３四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
３億３百万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24百万円および投資有価証券の取得による支出26百万円により、当第３
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、24百万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７億81百万円が短期借入金の増加額６億83百万円を上回ったこと等に
より、当第３四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99百万円の減少となりま
した。  
  

第３四半期の経営成績及び現在の経営環境等から判断して、平成20年11月７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さまざま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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 626,456 454,751

受取手形及び売掛金 3,723,098 4,197,041

商品及び製品 1,462,173 1,557,515

仕掛品 117,807 153,273

原材料及び貯蔵品 143,794 235,088

繰延税金資産 60,600 60,600

その他 102,263 120,357

貸倒引当金 △22,085 △21,485

流動資産合計 6,214,108 6,757,142

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,314,718 1,404,573

土地 1,026,514 1,025,612

その他（純額） 483,863 480,177

有形固定資産合計 2,825,095 2,910,362

無形固定資産 191,528 237,220

投資その他の資産   

投資有価証券 1,106,427 1,407,441

その他 537,590 568,317

貸倒引当金 △7,902 △7,902

投資その他の資産合計 1,636,114 1,967,856

固定資産合計 4,652,738 5,115,440

資産合計 10,866,847 11,872,582

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,199,099 2,634,257

短期借入金 2,761,015 2,338,438

未払法人税等 16,411 25,116

引当金 49,050 89,100

その他 680,090 667,345

流動負債合計 5,705,667 5,754,256

固定負債   

長期借入金 152,532 673,824

繰延税金負債 31,853 141,059

退職給付引当金 95,446 78,651

役員退職慰労引当金 80,000 76,100

負ののれん 13,467 26,934

その他 171,089 125,464

固定負債合計 544,389 1,122,034

負債合計 6,250,057 6,876,291
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 11,893 312,925

自己株式 △119,867 △119,543

株主資本合計 4,720,054 5,021,411

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 46,992 208,098

繰延ヘッジ損益 △234,572 △353,495

為替換算調整勘定 30,680 54,835

評価・換算差額等合計 △156,899 △90,562

少数株主持分 53,635 65,442

純資産合計 4,616,789 4,996,291

負債純資産合計 10,866,847 11,872,582
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

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

売上高 12,996,666

売上原価 9,104,593

売上総利益 3,892,073

販売費及び一般管理費 3,990,350

営業損失（△） △98,277

営業外収益  

受取利息 1,453

受取配当金 26,356

負ののれん償却額 13,467

受取賃貸料 27,518

その他 11,958

営業外収益合計 80,754

営業外費用  

支払利息 52,215

為替差損 155,915

その他 20,463

営業外費用合計 228,594

経常損失（△） △246,117

特別利益  

投資有価証券売却益 4,500

特別利益合計 4,500

特別損失  

投資有価証券評価損 55,918

特別損失合計 55,918

税金等調整前四半期純損失（△） △297,536

法人税、住民税及び事業税 13,180

少数株主損失（△） △9,684

四半期純損失（△） △301,032
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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３四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純損失（△） △297,536

減価償却費 203,552

負ののれん償却額 △13,467

貸倒引当金の増減額（△は減少） 600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 16,794

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 3,900

受取利息及び受取配当金 △27,809

支払利息 52,215

為替差損益（△は益） 6,369

投資有価証券評価損益（△は益） 55,918

投資有価証券売却損益（△は益） △4,500

売上債権の増減額（△は増加） 473,943

たな卸資産の増減額（△は増加） 222,101

その他の流動資産の増減額（△は増加） 106,993

仕入債務の増減額（△は減少） △435,157

その他の負債の増減額（△は減少） △20,588

小計 343,330

利息及び配当金の受取額 27,809

利息の支払額 △50,872

法人税等の支払額 △16,635

営業活動によるキャッシュ・フロー 303,631

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 △24,100

投資有価証券の取得による支出 △26,216

投資有価証券の売却による収入 5,500

その他 20,497

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,319

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） 683,008

長期借入金の返済による支出 △781,722

自己株式の取得による支出 △324

財務活動によるキャッシュ・フロー △99,038

現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,568

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 171,704

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 626,456
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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) 前第３四半期連結損益計算書

科    目

前第３四半期連結累計期間
（自 平成19年４月１日 
 至 平成19年12月31日）

金額（千円）

Ⅰ 売上高 14,616,211

Ⅱ 売上原価 10,314,306

  売上総利益 4,301,904

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,193,195

  営業利益 108,709

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息・配当金 22,815

 ２ その他 56,611

    営業外収益計 79,426

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 60,513

 ２ その他 18,743

    営業外費用計 79,256

  経常利益 108,879

Ⅵ 特別利益 13,944

Ⅶ 特別損失 24,936

税金等調整前四半期純利益 97,889

  法人税、住民税及び事業税 10,164

  少数株主利益 2,253

  四半期純利益 85,470
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