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1.  平成21年12月期第1四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年3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12月期第1四半期 4,910 ― △71 ― △46 ― △135 ―

20年12月期第1四半期 5,380 0.0 327 △37.6 346 △36.9 196 △32.5

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12月期第1四半期 △7.26 ―

20年12月期第1四半期 10.55 ―

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12月期第1四半期 16,555 10,843 65.5 583.37
20年12月期 16,308 11,092 68.0 596.72

（参考） 自己資本   21年12月期第1四半期  10,843百万円 20年12月期  11,092百万円

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12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年12月期 ―

21年12月期 
（予想）

5.00 ― 5.00 10.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期 
累計期間

8,800 △9.0 △340 ― △270 ― △280 ― △15.60

通期 17,500 △7.0 △450 ― △350 ― △280 ― △15.60
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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  
[(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) 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） 

[(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) 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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期第1四半期 19,300,000株 20年12月期  19,300,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第1四半期  712,781株 20年12月期  710,333株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第1四半期 18,588,723株 20年12月期第1四半期 18,632,816株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。 
2.業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は今後様々な要因によって大きく異なる可能性があり
ます。業績見通しに関する事項は4ページ【定性的情報・財務諸表等】３.業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
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当第１四半期会計期間におけるわが国経済は、世界同時不況の影響を受け、企業収益の急速な悪化によ
り雇用・所得環境の不安が高まり景気後退が長期化し、ますます厳しい状況となりました。 
 当アパレル業界におきましても、消費者マインドの冷え込みや生活防衛意識の高まりによる買い控え傾
向が続く中、価格競争が一層激化するなど、極めて厳しい経営環境が続きました。 
 こうした状況のなかで当社は、「お別れの会、偲ぶ会、送る会」など、近年のエンディング・セレモニ
ーに相応しい提案や、潜在的な需要がある卒入園式のオケージョン対応への取り組みを強化するなど、多
様化する消費者ニーズへの対応を進めております。しかしながら、買い控え傾向が長引く中、各商品分野
で販売は厳しいまま推移し、特に消費者による低価格志向は依然として根強いことから、プレタラインは
より厳しい状況となりました。 
 この結果、売上高はブラックフォーマルが30億15百万円（前年同期比7.6％減）、カラーフォーマルが
10億73百万円（同15.0％減）、アクセサリー類が8億21百万円（同3.7％減）と苦戦を強いられたことか
ら、当第１四半期会計期間の売上高は前年同期比8.7％減の49億10百万円となりました。 
 利益面では、プレタラインの不振など販売単価のダウンに加え、返品調整引当金の計上による影響もあ
って、売上総利益率は前年同期比5.9ポイントダウンいたしました。 
 なお、返品調整引当金につきましては、当期からの四半期開示のため、従来の簡便法から中間期および
通期の決算と同様な考えに基づき引当金計上を行った影響によるもので、従来の簡便法に対して引当金を
2億円多く計上したことから、返品調整引当金は売上比で3.6ポイント増加し、この分売上総利益率がダウ
ンしております。第１四半期に返品調整引当金を従来と比較して多く計上することになるのは、取引先店
頭での販売が第１四半期に繁忙期を迎え、翌第２四半期に返品が増すことによるもので、第２四半期累計
および通期の決算においては、これによる影響はありません。 
 販売費及び一般管理費は、期間損益に見合った経費計上のため未払い経費計上の厳格化に努める一方
で、販売促進費を始めあらゆる経費の削減に取り組み、全体では前年同期比5.2％（1億16百万円）削減し
ましたものの、売上高の減少に伴う利益の落ち込みを補いきれず、営業損失71百万円、経常損失46百万円
となりました。また、株式相場の下落に伴う投資有価証券評価損97百万円を計上しましたことから、四半
期純損失は1億35百万円となりました。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期会計期間における総資産は165億55百万円となり、前期末に比べて2億46百万円増加いた
しました。これは主に、投資有価証券の減損処理97百万円や評価差額21百万円等による1億29百万円の
減少や棚卸資産の減少1億73百万円があったものの、売上債権の増加5億38百万円によるものでありま
す。 
 負債は、前期末に比べて4億96百万円増加し57億11百万円となりました。これは主に、短期借入金の
増加3億円や返品調整引当金の増加1億79百万円によるものであります。 
 純資産は、前期末に比べて2億49百万円減少し108億43百万円となりました。これは主に、繰越利益剰
余金の減少2億27百万円やその他有価証券評価差額金の減少21百万円によるものであります。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前期末に比べて、48百
万円増加し7億69百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 
（営業活動によるキャッシュ・フロー） 
 営業活動の結果使用した資金は1億22百万円となりました。これは主に、返品調整引当金の増加1億79
百万円や棚卸資産の減少1億73百万円等があったものの、売上債権の増加5億38百万円や税引前四半期純
損失1億44百万円等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動による使用した資金は43百万円となりました。これは主に、固定資産の取得による支出38百

万円等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 
 財務活動の結果得られた資金は2億14百万円となりました。これは主に、配当金の支払いによる支出
85百万円がありましたが、短期借入金による資金の増加3億円によるものであります。 

  

定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

2. 財政状態に関する定性的情報
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第２四半期累計および通期の業績予想につきましては、繁忙期である第１四半期会計期間の業績が、返
品調整引当金計上の影響を除いても経常利益は前年同期比で2億円下回っていることから、この落ち込み
分はリカバリーできない見込みです。今後も引き続き厳しい状況が継続すると想定されることから、平成
21年2月13日に公表しました平成21年12月期の業績予想を修正いたしました。なお、詳細につきまして
は、本日平成21年5月8日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照願います。 

  

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸
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。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等
の発生状況について著しい変化がないと認められる場合には、前期において使用した将来の業績予測
等を利用する方法によっております。 

  

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。 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第９号(平成18年７月５
日公表分))を当第１四半期会計期間から適用し、評価基準については原価法から原価法(収益性の低
下による簿価切下げの方法)に変更しております。 
 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処
理によっておりましたが、「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日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用するこ
とができるようになったことに伴い、当第１四半期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おります。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。 
 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の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係る方法に準じた会計処理を引き続き採用しております。 
 これによる損益に与える影響はありません。 

  

従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。 
 なお、事業年度末においては、事業年度末までの支給対象期間に対応する賞与は、事業年度末に支
給されることとなっているため発生いたしません。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

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

②繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(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「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

③「リース取引に関する会計基準」等の適用

(追加情報)

賞与引当金の計上基準

㈱東京ソワール(8040)平成21年12月期第１四半期決算短信(非連結)

－4－



５【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 769,818 721,252

受取手形及び売掛金 4,604,425 4,065,444

商品及び製品 3,743,068 3,867,384

原材料 2,728 396

仕掛品 152,038 203,848

その他 384,342 409,314

貸倒引当金 △5,557 －

流動資産合計 9,650,865 9,267,642

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,987,814 1,987,814

その他 1,149,105 1,218,978

有形固定資産合計 3,136,919 3,206,792

無形固定資産 24,508 24,642

投資その他の資産   

賃貸不動産 1,650,050 1,582,149

その他 2,105,024 2,249,393

貸倒引当金 △12,250 △22,170

投資その他の資産合計 3,742,824 3,809,371

固定資産合計 6,904,251 7,040,806

資産合計 16,555,117 16,308,448

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,148,747 3,072,622

短期借入金 300,000 －

未払法人税等 49,411 34,111

賞与引当金 78,257 －

返品調整引当金 723,000 544,000

その他 646,807 768,090

流動負債合計 4,946,223 4,418,824

固定負債   

退職給付引当金 551,446 546,725

役員退職慰労引当金 142,665 178,595

その他 71,499 71,499

固定負債合計 765,610 796,819

負債合計 5,711,833 5,215,644
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,049,077 4,049,077

資本剰余金 3,732,777 3,732,777

利益剰余金 3,372,970 3,600,925

自己株式 △299,011 △298,479

株主資本合計 10,855,814 11,084,300

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △12,530 8,503

評価・換算差額等合計 △12,530 8,503

純資産合計 10,843,283 11,092,804

負債純資産合計 16,555,117 16,308,448
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 4,910,241

売上原価 2,841,616

売上総利益 2,068,625

販売費及び一般管理費 2,139,710

営業損失（△） △71,085

営業外収益  

受取利息 11

受取配当金 128

受取賃貸料 26,178

その他 10,561

営業外収益合計 36,880

営業外費用  

支払利息 1,730

賃貸費用 8,184

その他 2,489

営業外費用合計 12,404

経常損失（△） △46,608

特別損失  

投資有価証券評価損 97,402

特別損失合計 97,402

税引前四半期純損失（△） △144,011

法人税、住民税及び事業税 27,237

法人税等調整額 △36,242

法人税等合計 △9,005

四半期純損失（△） △135,005
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３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（△） △144,011

減価償却費 19,356

投資有価証券評価損益（△は益） 97,402

受取利息及び受取配当金 △140

支払利息 1,730

返品調整引当金の増減額（△は減少） 179,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,363

賞与引当金の増減額（△は減少） 78,257

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,720

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △35,930

売上債権の増減額（△は増加） △538,980

破産更生債権等の増減額（△は増加） 9,685

たな卸資産の増減額（△は増加） 173,794

前払費用の増減額（△は増加） 79,110

仕入債務の増減額（△は減少） 76,124

未払金の増減額（△は減少） △141,660

未払消費税等の増減額（△は減少） 77,473

その他 △47,160

小計 △115,590

利息及び配当金の受取額 140

利息の支払額 △1,855

法人税等の支払額 △5,103

営業活動によるキャッシュ・フロー △122,409

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △3,774

固定資産の取得による支出 △38,565

貸付けによる支出 △5,620

貸付金の回収による収入 4,398

その他 362

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,198

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） 300,000

配当金の支払額 △85,293

自己株式の取得による支出 △532

財務活動によるキャッシュ・フロー 214,174

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 48,566

現金及び現金同等物の期首残高 721,252

現金及び現金同等物の四半期末残高 769,818
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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。 

  

該当事項なし 

  

該当事項なし 

  

(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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（要約）前四半期損益計算書 

 
  

「参考」

(単位：千円)

科 目

前第１四半期累計期間

（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年３月31日)

Ⅰ 売上高 5,380,204 

Ⅱ 売上原価 2,796,128

売上総利益 2,584,076

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,256,769

営業利益 327,306

Ⅳ 営業外収益 29,911

Ⅴ 営業外費用 10,989

経常利益 346,229

Ⅵ 特別利益 12,116

Ⅶ 特別損失 -

税引前四半期（当期）純利益 358,344

法人税、住民税及び事業税 143,162

法人税等調整額 18,562

四半期（当期）純利益 196,620
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（要約）前四半期キャッシュ・フロー計算書 

 
  

  

(単位：千円)

区分

前第１四半期累計期間

（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年３月31日)

 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前四半期純利益 358,344

減価償却費 19,480

受取利息・配当金 △224

支払利息 1,221

返品調整引当金の増減額（△は減少） 4,000

賞与引当金の増減額（△は減少） 105,585

退職給付引当金の増減額（△は減少） △6,177

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,262

売上債権の増減額（△は増加） △684,645

棚卸資産の増減額（△は増加） 12,773

前払費用の増減額（△は増加） 6,620

仕入債務の増減額（△は減少） 246,906

未払金の増加額（△減少額） △131,707

未払消費税等の増減額（△は減少） △96,954

その他 △54,044

小      計 △211,560

利息及び配当金の受取額 224

利息の支払額 △1,221

法人税等の支払額 △69,317

営業活動によるキャッシュ・フロー △281,875

 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券取得による支出 △3,577

固定資産の取得による支出 △23,786

貸付による支出 △4,848

貸付金の回収による収入 4,307

その他の投資の増減額（△は増加） 29

投資活動によるキャッシュ・フロー △27,875

 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） 300,000

配当金の支払 △93,166

自己株式の取得による支出 △292

財務活動によるキャッシュ・フロー 206,541

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △103,209

 現金及び現金同等物の期首残高 1,042,039

 現金及び現金同等物の期末残高 938,830
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