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平成 22 年３月期 第１四半期決算短信 

平成 21 年８月３日 

 

上 場 会 社 名  御幸ホールディングス株式会社     上場取引所 東 大 名 
コ ー ド 番 号  ３２１６               ＵＲＬ http://www.miyuki-hd.co.jp 
代 表 者  取締役社長    小 鴨 繁 昭 
問合せ先責任者  経理財務部長   市 原 信 二   TEL (052)509-1600 
四半期報告書提出予定日  平成 21 年８月 11 日 
 

（百万円未満切捨て） 

１．平成 22 年３月期第１四半期の連結業績（平成 21 年４月１日～平成 21 年６月 30 日） 
(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３月期第１四半期 3,462 △16.0 △100 ― △82 ―  △180 ― 
21 年３月期第１四半期 4,121 ― 79 ― 175 ―  197 ― 

 

 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３月期第１四半期 △5.11 ― 
21 年３月期第１四半期 5.64 ― 

 

(2) 連結財政状態 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

22 年３月期第１四半期 
百万円

22,646 
百万円

16,820 
％ 

74.3 
円 銭

475.19 
21 年３月期 22,726 16,728 73.6 472.56 

（参考）自己資本  22 年３月期第１四半期 16,820 百万円  21 年３月期 16,728 百万円 
 
 
２．配当の状況 

 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３月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 

22 年３月期 ―     

（注） 当社は、平成 21 年５月 25 日に、平成 21 年９月１日を効力発生日として東洋紡績株式会社を親会社、
当社を子会社とする株式交換契約を締結し、平成 21 年６月 23 日当社定時株主総会において、当該契約
が承認されましたことで、平成 21 年８月 26 日をもって上場廃止の予定でありますので、配当予想の開
示は行わないことといたしました。 

 
 
３．平成 22 年３月期の連結業績予想（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

上記 2. 配当の状況 に記載のとおり、平成21年８月26日をもって上場廃止の予定でありますので、
当社の業績は東洋紡績株式会社の連結業績に含まれることとなるため、当社としての業績予想の開示は
行わないことといたしました。 
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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  

新規 ― 社 （ 社名            ） 除外 ― 社 （ 社名            ）  
 
(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】3.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） 
① 会計基準等の改正に伴う変更  無  
② ①以外の変更                無  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】3.その他をご覧ください。 

 
(4) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 
22 年３月期第 1四半期  36,300,000 株    21 年３月期            36,300,000 株  

② 期末自己株式数 
22 年３月期第 1四半期     903,476 株    21 年３月期               901,095 株  

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 
22 年３月期第 1四半期  35,397,720 株    21 年３月期第 1四半期  35,134,346 株  

 



【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１四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な景気低迷の長期化により、企業収益や雇用情

勢の悪化が続くなかで、生活防衛意識の高まりから消費者心理が冷え込み、極めて厳しい状況で推移いたし

ました。当社グループの基幹事業である繊維業界におきましても、低価格品志向が強まり、当社グループ取

り扱いの高価格帯衣料品に対する購買意欲の落ち込みが顕著となっております。このような環境のもと、当

社グループの当第１四半期連結累計期間の売上高は 34 億 62 百万円、営業損益は△１億円、経常損益は△82

百万円となりました。 

〔繊維事業〕 

テキスタイル事業では、衣文化交流作品としてジャケット素材「ナポレナ絁諸紬（あしもろつむぎ）」の

発売、アパレル事業では、システムオーダーの新規提案、また、高級肌着事業では、20 代向けのメンズブ

ランド「ポール＆ジョー」やキャリア向けレディスブランド「ソフト＆フィット」の投入など、それぞれ積

極的な販売展開に努めてまいりましたが、繊維事業の主力販売先であります百貨店及び専門店の低迷により、

全体としては苦戦いたしました。これらの結果、繊維事業の売上高は、25 億 74 百万円（前年同期比 15.2％

減）となりました。 

〔電子関連事業〕 

電子関連事業では、医療機器分野で人工透析装置などの受注が堅調に推移いたしましたものの、その他の

分野では、先行きの不透明感から受注が大きく減少いたしました。これらの結果、本事業の売上高は、７億

40 百万円（前年同期比 21.0％減）となりました。 

〔不動産事業〕 

当社が不動産を所有する名古屋地区におきましては、不況下でもオフィスビルの新規供給が継続し、毎月

空室率が上昇しており、商業・住宅物件を含め厳しい市況になっております。このような環境のもと、当社

はビジネスパーク事業を計画どおり推進するとともに、既設不動産の施設整備や各テナント様との関係強化

に努めました結果、本事業の売上高は、１億 46 百万円（前年同期比 0.3％減）となりました。 

 

なお、平成 21 年６月 23 日開催の当社第 147 期定時株主総会におきまして、当社と東洋紡績株式会社との

株式交換契約が承認（効力発生日：平成 21 年９月１日）されましたため、当社株式は、平成 21 年８月 26

日付で上場廃止となる予定であります。 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間末の総資産は、226 億 46 百万円となり、前連結会計年度末より 79 百万円減少

いたしました。このうち、流動資産は、100 億 20 百万円となり、13 億 54 百万円減少いたしました。これは

主として「ビジネスパーク」の建築資金の支出により、現金及び預金が 14 億 44 百万円減少したことによる

ものです。一方、このため有形固定資産が９億 12 百万円増加いたしました。さらに、投資有価証券が保有

有価証券の時価評価により３億 87 百万円増加いたしましたことで、固定資産は、126 億 26 百万円となり、

前連結会計年度末より 12 億 74 百万円増加いたしました。 

 負債合計は、主として支払手形及び買掛金の減少により、前連結会計年度末より１億 71 百万円減少の 58

億 26 百万円となりました。 

 純資産合計は、第１四半期純損失１億 80 百万円及び配当金の支払い１億 41 百万円を計上いたしました一

方で、その他有価証券評価差額金が４億６百万円増加いたしましたことで、前連結会計年度末より 92 百万

円増加の 168 億 20 百万円となりました。 
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3. 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の変更 

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ので、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。 

②棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算定に関しては、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する方法によっております。 

 また、棚卸資産の簿価引下げに関しては、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、簿価引下げを行う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 

該当事項はありません。 
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4.【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６月30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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,132,054 2,576,806

受取手形及び売掛金 3,988,342 3,807,009

商品及び製品 2,323,070 2,435,189

仕掛品 1,052,036 1,054,350

原材料及び貯蔵品 1,326,508 1,354,246

その他 248,621 205,540

貸倒引当金 △50,241 △58,701

流動資産合計 10,020,392 11,374,443

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 5,848,392 5,389,669

その他（純額） 2,434,768 1,980,710

有形固定資産合計 8,283,161 7,370,380

無形固定資産 150,384 158,052

投資その他の資産   

投資有価証券 2,941,328 2,553,669

その他 1,476,443 1,487,075

貸倒引当金 △224,770 △217,558

投資その他の資産合計 4,193,002 3,823,186

固定資産合計 12,626,547 11,351,619

資産合計 22,646,939 22,726,062

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,382,969 1,691,229

1年内返済予定の長期借入金 40,370 40,370

未払法人税等 6,396 20,934

賞与引当金 78,632 191,916

返品調整引当金 141,401 131,062

その他 799,331 538,206

流動負債合計 2,449,102 2,613,719

固定負債   

長期借入金 279,094 279,094

退職給付引当金 1,642,919 1,652,427

役員退職慰労引当金 92,987 106,822

修繕引当金 27,000 24,000

負ののれん 58,671 62,582

その他 1,276,992 1,259,361

固定負債合計 3,377,665 3,384,289

負債合計 5,826,768 5,998,008
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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６月30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３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,815,000 1,815,000

資本剰余金 1,874,601 1,874,601

利益剰余金 13,546,677 13,869,085

自己株式 △430,842 △430,202

株主資本合計 16,805,436 17,128,485

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 44,030 △362,525

為替換算調整勘定 △29,295 △37,905

評価・換算差額等合計 14,734 △400,431

純資産合計 16,820,171 16,728,053

負債純資産合計 22,646,939 22,726,062
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 4,121,101 3,462,079

売上原価 2,850,823 2,491,033

売上総利益 1,270,278 971,045

販売費及び一般管理費 1,190,815 1,071,740

営業利益又は営業損失（△） 79,463 △100,694

営業外収益   

受取利息 36 375

受取配当金 52,478 43,586

持分法による投資利益 24,672 －

負ののれん償却額 3,911 3,911

その他 20,335 8,360

営業外収益合計 101,434 56,234

営業外費用   

支払利息 2,314 1,065

シンジケートローン手数料 2,589 2,028

持分法による投資損失 － 33,752

その他 714 722

営業外費用合計 5,619 37,569

経常利益又は経常損失（△） 175,279 △82,030

特別利益   

固定資産売却益 － 6,351

投資有価証券売却益 157,301 －

貸倒引当金戻入額 281 1,813

特別利益合計 157,583 8,164

特別損失   

たな卸資産評価損 130,580 －

固定資産除却損 317 1,269

株式交換関連費用 － 97,079

その他 － 4,084

特別損失合計 130,897 102,433

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

201,964 △176,299

法人税、住民税及び事業税 4,716 4,716

法人税等調整額 △735 △203

法人税等合計 3,980 4,513

四半期純利益又は四半期純損失（△） 197,983 △180,813
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

201,964 △176,299

減価償却費 99,005 97,870

負ののれん償却額 △3,911 △3,911

返品調整引当金の増減額（△は減少） 17,439 10,339

貸倒引当金の増減額（△は減少） 5,411 △1,247

賞与引当金の増減額（△は減少） △121,295 △113,284

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29,054 △9,057

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △35,546 △14,285

受取利息及び受取配当金 △52,515 △43,962

持分法による投資損益（△は益） △24,672 33,752

投資有価証券売却損益（△は益） △157,301 －

固定資産除却損 317 1,269

固定資産売却損益（△は益） － △6,351

株式交換関連費用 － 97,079

売上債権の増減額（△は増加） △47,762 △181,332

たな卸資産の増減額（△は増加） △87,364 142,172

仕入債務の増減額（△は減少） △76,330 △308,259

その他 47,412 140,337

小計 △206,094 △335,169

利息及び配当金の受取額 52,515 43,962

利息の支払額 △2,314 △1,065

株式交換関連費用の支払額 － △46,790

法人税等の支払額 △31,773 △21,716

営業活動によるキャッシュ・フロー △187,667 △360,780

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 △15,187 △948,862

有形固定資産の売却による収入 － 3,560

無形固定資産の取得による支出 △7,272 △3,376

投資有価証券の取得による支出 △1,463 △1,186

投資有価証券の売却による収入 254 －

その他 △898 10,737

投資活動によるキャッシュ・フロー △24,567 △939,127

財務活動によるキャッシュ・フロー   

配当金の支払額 △132,337 △141,753

自己株式の取得による支出 △644 △640

リース債務の返済による支出 － △2,449

財務活動によるキャッシュ・フロー △132,982 △144,843

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △345,216 △1,444,751

現金及び現金同等物の期首残高 2,361,916 2,576,806

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,016,699 1,132,054
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(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) セグメント情報 

前第１四半期連結累計期間（平成 20 年４月１日～平成 20 年６月 30 日） 
 （単位千円：未満切捨て） 

 
繊維事業 

電子関連 
事業 

不動産 
事業 

計 
消去又 
は全社 

連 結 

売  上  高 
(1)外部顧客に対する売上高 

(2)セグメント間の内部売上高 

 
3,035,835 

8,505 
938,055

―
147,210
39,017

4,121,101
47,522

  ― 
（47,522）

4,121,101
  ― 

計 3,044,340 938,055 186,227 4,168,624 （47,522） 4,121,101

営業利益 88,648 3,937 83,552 176,137 （96,674） 79,463

 

当第１四半期連結累計期間（平成 21 年４月１日～平成 21 年６月 30 日） 

（単位千円：未満切捨て） 

 
繊維事業 

電子関連 
事業 

不動産 
事業 

計 
消去又 
は全社 

連 結 

売  上  高 
(1)外部顧客に対する売上高 

(2)セグメント間の内部売上高 

 
2,574,537 

9,773 
740,784

330
146,757
37,873

3,462,079
47,976

  ― 
（47,976）

3,462,079
  ― 

計 2,584,310 741,114 184,630 3,510,055 （47,976） 3,462,079

営業利益（△営業損失） △45,759 △28,971 83,009 8,278 （108,973） △100,694

 
 
(6) 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。 

御幸ホールディングス（株）（3216） 平成22年３月期 第１四半期決算短信 

9




