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1.  平成22年2月期第1四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年5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 ％

22年2月期第1四半期 3,581 ― 385 ― 400 ― 213 ―

21年2月期第1四半期 3,628 3.6 558 4.2 560 0.7 319 8.2

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

22年2月期第1四半期 31.39 ―

21年2月期第1四半期 46.84 46.83

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

22年2月期第1四半期 7,905 4,918 62.2 721.97
21年2月期 7,735 4,894 63.3 718.48

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  4,918百万円 21年2月期  4,894百万円

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

21年2月期 ― ― ― 30.00 30.00
22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

― ― 30.00 30.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
連結累計期間

5,754 ― △65 ― △57 ― △88 ― △12.92

通期 13,844 △9.9 758 △58.5 780 △58.0 261 △72.5 38.31
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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）  無  

(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  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。 

(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）上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に対する仮定を前提として作成したものでありま
す。実際の業績等は、今後様々な要因によって、予想値と大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提条件等、業績予想に関する事項に
ついては、添付書類の４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参照して下さい。 
（２）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） 22年2月期第1四半期 6,813,880株 21年2月期  6,813,880株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  1,735株 21年2月期  1,735株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第1四半期 6,812,145株 21年2月期第1四半期 6,812,145株
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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１四半期連結会計期間の靴下業界におきましては、中国を始めとする海外からの輸入伸長率は、

その勢いを弱めてきてはいるものの、依然微増ながらも増加基調で推移しており、国内減産傾向の中、

国内向け供給に占める輸入浸透率は年々上昇しております。国内衣料品関連の販売状況におきまして

は、ゴールデンウィーク以降は、気温が上昇し客数が堅調に推移してきたものの、昨年秋以降からの

世界同時不況による買い控えや春先の天候不順の影響で消費マインドは低下し、5月に入ると新型イン

フルエンザの影響も重なって、店頭販売状況は先行き不透明な状態が続いております。 

このような状況の中で当グループは、店頭から生産現場までを結んだ情報システム網を活用し、製

販を一体化した自己完結型の国内生産体制の強みを存分に生かしながら、目まぐるしく変化する顧客

ニーズに対して、機敏に柔軟に対応することに尽力して参りました。当第１四半期連結会計期間は、

４月中旬以降から、春物・初夏物商品が動き出し、店頭の動きに明るさが見られるようになりました

が、３月における景気の急速な減速や春先の気温変動の影響をカバーするまでには至らず、若干なが

ら売上高は前年を下回ることとなりました。 

そのような状況の中にあって、靴下屋関連部門では、従来より進めて参りました靴下屋直営店の改

革が効果を発揮し続けており、店頭スタッフのレベルアップと店舗運営の最適化を図ってきたことに

より、お客様のニーズに即した商品をご提供することができました。 

ショセット関連部門では、長引く不振に苦しむ百貨店業界の中にあって、事業基盤の最適化を目指

してビジネスモデルを見直し、効果的なスクラップ＆ビルドを行って、収益基盤の拡大に向けた政策

を推し進めて参りました。 

また、広報・販促活動においては、ブランドイメージの向上と店頭活性化を目的に、各種媒体に積

極的にＰＲ活動を展開してきたことにより、客数減対策と消費喚起に一定の効果を発揮することがで

きました。 

出退店状況におきましては、フランチャイズチェーン店３店舗、直営店５店舗の新規出店と、フラ

ンチャイズチェーン店２店舗、直営店６店舗の退店により、当第１四半期連結会計期間末における店

舗数は、フランチャイズチェーン店142店舗、直営店142店舗（海外子会社の７店舗を含む）、合計284

店舗となりました。 

以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は3,581百万円（前年同期比1.3％減）、営業利益

は385百万円（前年同期比30.9％減）、経常利益は400百万円（前年同期比28.5％減）、四半期純利益

は213百万円（前年同期比33.0％減）となりました。 

なお、当グループの売上高は、取扱い商品が防寒という機能を持つ靴下のため、上半期（３月～８

月）に比べ下半期（９月～２月）に販売される割合が大きくなっております。従いまして第１四半期

を含む上半期の売上高と下半期の売上高との間には著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節

的変動があります。 

また、第１四半期（３月～５月）は、第２四半期（６月～８月）と比較して相対的に売上高の水準

が高くなる期間であります。 

 

(注)当第１四半期連結会計期間より、新たに四半期会計基準等が適用されたことから、前年同四半期

とは適用される会計基準は異なりますが、参考として対前年同四半期増減率を記載しております。 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

(資産、負債及び純資産の状況) 

当第１四半期連結会計期間末における総資産は、無形固定資産の増加等により、前連結会計年度末

と比べて170百万円増加し、7,905百万円となりました。 

負債については、支払手形及び買掛金、短期借入金、その他の流動負債の増加と未払法人税等の減

少等により、前連結会計年度末と比べて146百万円増加し、2,987百万円となりました。 

純資産については、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末と比べて23百万円増加し、4,918

百万円となりました。 

その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の63.3％から62.2％に減少しました。 

 

(キャッシュ・フローの状況) 

当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて300

百万円減少し、2,131百万円となりました。 
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営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益で385百万円、仕入債務の増加額

で221百万円、その他の負債の増加額で189百万円ありましたが、売上債権の増加額で343百万円、法人

税等の支払額で575百万円あったこと等により、△203百万円となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、その他の収入で65百万円ありましたが、有形固定資産の取

得による支出で59百万円、無形固定資産の取得による支出で43百万円、その他の支出で20百万円あっ

たこと等により、△58百万円となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額で108百万円、長期借入れによる収入で

100百万円ありましたが、長期借入金の返済による支出で68百万円、配当金の支払額で170百万円あっ

たこと等により、△43百万円となりました。 

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年２月期における通期及び第２四半期連結累計期間の業績予想については、平成21年４月10

日に公表しました業績予想から変更しておりません。 

 

 
 

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) 

該当事項はありません。 

 

(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 

①簡便な会計処理 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

 該当事項はありません。 

 

(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 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年

３月14日 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

会計基準委員会 平成19年３月14日 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「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

  「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計

基準第９号）を当第１四半期連結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。 

  この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益が、それぞれ13,803千円減少しております。 

 

③「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」の適用 

  当第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」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用して

おります。 

  これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

 

④「リース取引に関する会計基準」等の適用 

  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日以後開始する連
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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、当

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方法に準じ

た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。 

  この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に17,125千円、リ

ース債務が流動負債に3,321千円、固定負債に12,958千円計上され、損益に与える影響は軽微で

あります。 
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,131,655 2,431,822

受取手形及び売掛金 1,220,660 876,333

商品 557,554 543,234

貯蔵品 1,711 1,440

その他 180,280 266,708

貸倒引当金 △34,378 △32,676

流動資産合計 4,057,483 4,086,863

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 976,088 966,762

土地 1,143,562 1,143,562

その他（純額） 294,822 251,712

有形固定資産合計 2,414,473 2,362,037

無形固定資産 353,865 177,726

投資その他の資産   

差入保証金 913,672 927,221

その他 167,216 182,673

貸倒引当金 △1,015 △1,111

投資その他の資産合計 1,079,873 1,108,784

固定資産合計 3,848,212 3,648,548

資産合計 7,905,696 7,735,411

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 788,028 565,600

短期借入金 137,248 26,382

1年内返済予定の長期借入金 195,590 191,412

未払法人税等 94,577 603,881

賞与引当金 21,660 89,382

役員賞与引当金 － 33,438

その他 781,072 470,991

流動負債合計 2,018,177 1,981,089

固定負債   

長期借入金 374,145 346,791

退職給付引当金 158,201 170,037

その他 436,980 343,078

固定負債合計 969,327 859,907

負債合計 2,987,505 2,840,996
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(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年５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21年２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 414,789 414,789

資本剰余金 92,424 92,424

利益剰余金 4,464,142 4,454,702

自己株式 △922 △922

株主資本合計 4,970,432 4,960,992

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △414 △242

為替換算調整勘定 △51,825 △66,334

評価・換算差額等合計 △52,240 △66,577

純資産合計 4,918,191 4,894,415

負債純資産合計 7,905,696 7,735,411
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 3,581,100

売上原価 1,605,552

売上総利益 1,975,547

販売費及び一般管理費 1,589,774

営業利益 385,772

営業外収益  

受取利息 528

仕入割引 8,337

固定資産賃貸料 3,447

その他 10,142

営業外収益合計 22,455

営業外費用  

支払利息 4,287

固定資産賃貸費用 2,301

その他 1,047

営業外費用合計 7,636

経常利益 400,591

特別損失  

固定資産除却損 6,429

リース解約損 351

賃貸借契約解約損 2,888

減損損失 5,706

特別損失合計 15,376

税金等調整前四半期純利益 385,214

法人税、住民税及び事業税 86,231

法人税等調整額 85,179

法人税等合計 171,410

四半期純利益 213,804
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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１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５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利益 385,214

減価償却費 40,814

減損損失 5,706

貸倒引当金の増減額（△は減少） 1,606

賞与引当金の増減額（△は減少） △67,721

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △33,438

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,836

受取利息及び受取配当金 △528

支払利息 4,287

固定資産除却損 6,429

売上債権の増減額（△は増加） △343,782

たな卸資産の増減額（△は増加） △12,781

仕入債務の増減額（△は減少） 221,243

その他の資産の増減額（△は増加） △15,268

その他の負債の増減額（△は減少） 189,494

未払消費税等の増減額（△は減少） 6,887

小計 376,328

利息及び配当金の受取額 531

利息の支払額 △4,409

法人税等の支払額 △575,912

営業活動によるキャッシュ・フロー △203,461

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 △59,406

有形固定資産の除却による支出 △4,512

無形固定資産の取得による支出 △43,130

貸付金の回収による収入 3,490

その他の支出 △20,518

その他の収入 65,508

投資活動によるキャッシュ・フロー △58,569

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） 108,728

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △68,468

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △13,093

配当金の支払額 △170,415

財務活動によるキャッシュ・フロー △43,248

現金及び現金同等物に係る換算差額 5,113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △300,166

現金及び現金同等物の期首残高 2,431,822

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,131,655
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ファイル名:2. 33期1Q短信 連結注記情報.doc 更新日時:2009/07/09 13:51 印刷日時:2009/07/0913:56 

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。 

 

(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。 

―1― 
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― 5 ―

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

 (1) （要約）四半期連結損益計算書 

   前第１四半期連結累計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年５月31日） 

（単位：千円、％） 

前年同四半期 

（平成21年２月期 

第１四半期） 科  目 

金 額 百分比

 ％

Ⅰ 売 上 高  3,628,734 100.0

Ⅱ 売 上 原 価  1,619,425 44.6

売 上 総 利 益 2,009,309 55.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,451,239 40.0

営 業 利 益 558,069 15.4

Ⅳ 営 業 外 収 益  15,191 0.4

1. 受 取 利 息  445 

2. 仕 入 割 引  10,674 

3. 受 取 リ ー ス 料  3,447 

4. そ の 他  624 

Ⅴ 営 業 外 費 用  13,114 0.4

1. 支 払 利 息  5,905 

2. リ ー ス 原 価  3,198 

3. そ の 他  4,009 

経 常 利 益 560,146 15.4

Ⅵ 特 別 利 益  941 0.0

1. 貸倒引当金戻入益  941 

Ⅶ 特 別 損 失  16,776 0.4

1. 固 定 資 産 除 却 損  5,072 

2. 退 店 違 約 金  3,041 

3. 減 損 損 失  8,662 

税 金 等 調 整 前 

四 半 期 純 利 益 
544,312 15.0

法人税、住民税及び事業税 153,024 4.2

法 人 税 等 調 整 額 72,176 2.0

四 半 期 純 利 益 319,110 8.8
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