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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 16,755 ― 230 ― 300 ― 133 ―

21年2月期第1四半期 19,468 △6.5 702 △16.3 950 2.2 618 △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

22年2月期第1四半期 2.68 2.67
21年2月期第1四半期 11.25 11.24

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 46,396 28,887 62.2 578.12
21年2月期 45,663 28,615 62.4 568.48

（参考） 自己資本   22年2月期第1四半期  28,846百万円 21年2月期  28,488百万円

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 ― 4.00 ― 4.00 8.00
22年2月期 ―

22年2月期 
（予想）

4.00 ― 4.00 8.00

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

35,500 ― 640 ― 700 ― 320 ― 6.49

通期 76,000 △3.3 1,700 33.8 1,800 1.0 1,000 0.4 20.55
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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、５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、５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に基づき作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。 
2. 平成21年5月20日開催の取締役会において、会社法第165条第2項の規定に基づき、自己株式を買受けることを決議いたしました。なお「3. 平成22年2
月期の連結業績予想」の1株当たり当期純利益は、当該自己株式の取得の影響を考慮しております。 
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。 

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） 22年2月期第1四半期 51,532,300株 21年2月期  54,532,300株

② 期末自己株式数 22年2月期第1四半期  1,635,625株 21年2月期  4,419,425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 49,962,225株 21年2月期第1四半期 55,005,090株
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当第1四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響を受け、企業収益は大幅

に悪化し、また、雇用・所得環境が厳しさを増す中、個人消費は低迷いたしました。 

当社を取り巻く環境につきましても、消費マインドの冷え込みが一段と深まったことにより衣料品小

売業界の販売高は減少し、企業間の販売競争は一層厳しさを増しました。 

このような状況のもと、当社グループといたしましては、トレンドに対応した企画提案に加え、販売

先各社のニーズを先取りした企画提案、独自性のある商品提案によりマーケットシェアの拡大に努めて

まいりました。 

また、中国の協力工場の閑散期を利用して早期発注、早期生産を実施するなど、協力工場との取り組

みを一段と強化することにより生産基盤の充実を推進し、生産の効率化、品質の向上、低コスト化を図

ってまいりました。 

一方、物流業務について、作業基準の明確化や作業効率の向上に向けた取り組みを実施し、平成22年

1月稼動予定の新物流センターの基盤づくりを進めております。 

この結果、当第1四半期連結会計期間の売上高は16,755百万円（前年同期比13.9％減）、営業利益は

230百万円（前年同期比67.2％減）、経常利益は300百万円（前年同期比68.3％減）、四半期純利益は

133百万円（前年同期比78.4％減）となりました。 

  

当第1四半期連結会計期間における事業セグメント別の概況は、次のとおりであります。 

  

(1) 繊維製品の製造販売関連事業 

繊維製品の製造販売関連事業につきましては、トレンドや消費者ニーズの変化に的確に対応した企

画提案や、独自性のある商品提案で、売上の拡大を図ってまいりました。その結果、デニム素材のカ

ジュアルボトムスやホームウェアなど一部の商品が好調に推移いたしましたが、繊維事業全体では衣

料消費低迷の影響を受け、当セグメントの売上高は15,873百万円（前年同期比13.2％減）、営業利益

は199百万円（前年同期比70.2％減）となりました。 

  

(2) その他の事業 

その他の事業につきましては、売上高の主要部分を占める合成樹脂原料等の販売部門において、販

売価格の下落や製造業向けへの取引が縮小したことにより、当セグメントの売上高は882百万円（前

年同期比25.3%減）、営業利益は26百万円（前年同期比7.3%減）となりました。 

  

※「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同期比は参考値として記載しております。 

  
  

【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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(1) 資産 

流動資産は、前連結会計年度末比3,478百万円減少し、23,497百万円となりました。これは主とし

て、受取手形及び売掛金が3,379百万円減少したことによるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末比4,210百万円増加し、22,898百万円となりました。これは主とし

て、土地の取得により有形固定資産が増加したことによるものであります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末比732百万円増加し、46,396百万円となりました。 

  

(2) 負債 

負債は、前連結会計年度末比460百万円増加し、17,508百万円となりました。これは主として、支

払手形及び買掛金が3,051百万円減少しましたが、短期借入金が3,660百万円増加したことによるもの

であります。 

  

(3) 純資産 

純資産は、前連結会計年度末比272百万円増加し、28,887百万円となりました。これは主として、

利益剰余金が1,336百万円減少しましたが、その他有価証券評価差額金が増加したことや、自己株式

を消却したことなどによるものであります。 

  

(4) 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(以下「資金」という)は、前連結会計年

度末に比べ、625百万円(17.0％)減少の3,060百万円となりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動により得られた資金は、税金等調整前四半期純利益が205百万円となったことに加えて売

上債権が3,380百万円減少、事業所移転損失引当金が110百万円増加する一方で、たな卸資産の増加

306百万円と仕入債務の減少3,052百万円、法人税等の支払が256百万円となったことにより、全体で

は30百万円となりました。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動により支出した資金は、有形固定資産の取得による支出3,990百万円などにより、全体で

は4,041百万円となりました。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動により得られた資金は、短期借入金の増加による収入3,660百万円などにより、全体では

3,362百万円となりました。 

  
  

業績予想につきましては、自己株式取得により１株当たり当期純利益は変更しておりますが、その他

の業績予想数値は平成21年４月９日公表時から変更しておりません。 

  
  

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。 

  

1．簡便な会計処理  

 
  

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。      

  

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。 

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

  ① たな卸資産の評価方法

当第１四半期連結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、前連結会計年

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しております。

また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味

売却価額を見積り、簿価切下げを行う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、連結会計年度に係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。

  ③ 経過勘定項目の算定方法

一部の経過勘定項目の算定については、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によ

っております。 

 

  ④ 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに

限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、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、

一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合に、前連結会計年度において使用

した将来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法によっております。

また、重要性が乏しく経営環境に著しい変化が発生していない連結子会社は、税引前四半期

純利益に前年度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する

方法によっております。

(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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   ② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、商品は主として移動平均法による低

価法、製品・仕掛品・原材料は主として個別原価法による原価法、貯蔵品は 終仕入原価法によ

る原価法によっておりましたが、当第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、商品は主として移動平

均法による原価法(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)、製品・

仕掛品・原材料は主として個別原価法による原価法(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)、貯蔵品は 終仕入原価法による原価法(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、これによる損益に与える影響はありません。

   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、連結決

算上必要な修正を行っております。

 なお、これによる損益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

当第１四半期連結会計期間より、「リース取引に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成

５年６月17日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基

準適用指針第16号)を早期適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し

ております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零として算定する定額法を採用しております。

また、リース取引開始日が適用初年度開始前の借主側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。

  なお、これによる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：百万円)

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 3,140 3,736

受取手形及び売掛金 15,949 19,328

商品及び製品 3,724 3,384

仕掛品 1 30

原材料及び貯蔵品 9 14

その他 688 505

貸倒引当金 △17 △25

流動資産合計 23,497 26,975

固定資産   

有形固定資産   

土地 12,087 8,428

その他 6,032 5,792

減価償却累計額 △3,093 △3,110

その他（純額） 2,938 2,681

有形固定資産合計 15,026 11,110

無形固定資産 102 107

投資その他の資産   

投資有価証券 6,340 5,648

その他 1,809 2,202

貸倒引当金 △380 △380

投資その他の資産合計 7,770 7,470

固定資産合計 22,898 18,688

資産合計 46,396 45,663

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 7,695 10,747

短期借入金 5,820 2,160

未払法人税等 37 307

事業所移転損失引当金 110 －

その他の引当金 321 206

その他 2,536 2,612

流動負債合計 16,521 16,033

固定負債   

引当金 697 663

その他 289 350

固定負債合計 986 1,014

負債合計 17,508 17,048
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(単位：百万円)

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 3,622 3,622

資本剰余金 4,148 4,148

利益剰余金 21,853 23,189

自己株式 △696 △1,868

株主資本合計 28,928 29,091

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 161 △255

繰延ヘッジ損益 79 4

土地再評価差額金 △262 △262

為替換算調整勘定 △61 △90

評価・換算差額等合計 △82 △603

新株予約権 41 41

少数株主持分 － 85

純資産合計 28,887 28,615

負債純資産合計 46,396 45,663
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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：百万円)

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 16,755

売上原価 13,023

売上総利益 3,732

返品調整引当金繰入額 △13

差引売上総利益 3,745

販売費及び一般管理費 3,514

営業利益 230

営業外収益  

受取利息 1

受取配当金 27

負ののれん償却額 2

不動産賃貸料 26

雑収入 48

営業外収益合計 107

営業外費用  

支払利息 20

雑損失 16

営業外費用合計 37

経常利益 300

特別利益  

貸倒引当金戻入額 8

リース会計基準の適用に伴う影響額 10

その他 0

特別利益合計 18

特別損失  

事業所移転損失引当金繰入額 110

その他 3

特別損失合計 113

税金等調整前四半期純利益 205

法人税等 133

少数株主損失（△） △61

四半期純利益 133

－9－

タキヒヨー㈱ (9982) 平成22年２月期 第１四半期決算短信

－9－



(3)四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

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 205

減価償却費 62

負ののれん償却額 △2

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8

賞与引当金の増減額（△は減少） 127

返品調整引当金の増減額（△は減少） △13

事業所移転損失引当金の増減額（△は減少） 110

退職給付引当金の増減額（△は減少） 33

受取利息及び受取配当金 △29

支払利息 20

投資有価証券売却損益（△は益） 0

有形固定資産除却損 0

投資有価証券評価損益（△は益） 1

リース会計基準の適用に伴う影響額 △10

売上債権の増減額（△は増加） 3,380

たな卸資産の増減額（△は増加） △306

仕入債務の増減額（△は減少） △3,052

未払消費税等の増減額（△は減少） △61

その他の資産の増減額（△は増加） △63

その他の負債の増減額（△は減少） △153

その他 33

小計 276

利息及び配当金の受取額 29

利息の支払額 △19

法人税等の支払額 △256

営業活動によるキャッシュ・フロー 30

投資活動によるキャッシュ・フロー  

定期預金の預入による支出 △80

定期預金の払戻による収入 50

有形固定資産の取得による支出 △3,990

投資有価証券の売却による収入 6

投資有価証券持分の回収による収入 1

子会社株式の取得による支出 △21

貸付けによる支出 △32

貸付金の回収による収入 26

出資金の回収による収入 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △4,041
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(単位：百万円)

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) 

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） 3,660

配当金の支払額 △200

自己株式の取得による支出 △97

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 3,362

現金及び現金同等物に係る換算差額 22

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △625

現金及び現金同等物の期首残高 3,686

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,060
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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。 

  

 【事業の種類別セグメント情報】 

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) 

  

 
(注) １. 事業区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、繊維製品の製造販売関連事業、その他の事

業に区分しております。 

２. 各事業の主要な製品 

 (1) 繊維製品の製造販売関連事業 

    アパレル…………婦人服・婦人洋品、子供洋品・ベビー服、紳士洋品、 

ホームウェア・インテリア 

    テキスタイル……服地 

 (2) その他の事業 

    合成樹脂……合成樹脂原料(レジン)、樹脂フィルム 

    産業資材……産業用繊維、家具、自動車部品 

    物流事業……商品物流関連事業 

    賃貸事業……事務機器等のリース、不動産の賃貸管理 

  

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) 

  

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、記載を省略してお

ります。 

  

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) 

  

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

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) セグメント情報

繊維製品の 
製造販売 
関連事業 
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結 
(百万円)

売上高

 (1) 外部顧客に 
   対する売上高

15,873 882 16,755 ― 16,755

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 371 371 (371) ―

計 15,873 1,253 17,126 (371) 16,755

営業利益 199 26 225 5 230

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

(6) 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） 

 
  

  

  

「参考」

科目

前年同四半期     
（平成21年2月期    

第１四半期）

金額（百万円）

Ⅰ 売上高 19,468

Ⅱ 売上原価 15,119

 売上総利益 4,349

Ⅲ 販売費及び一般管理費 3,646

営業利益 702

Ⅳ 営業外収益 475

Ⅴ 営業外費用 227

経常利益 950

Ⅵ 特別利益 102

Ⅶ 特別損失 5

税金等調整前四半期純利益 1,047

税金費用 426

少数株主利益 2

四半期純利益 618
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