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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年3月21日～平成21年6月20日） 

（注）当四半期（平成22年３月期第１四半期）は「四半期決算短信」の適用初年度にあたるため、また、前四半期（平成21年３月期第１四半期）は第１四半期
連結財務諸表の作成初年度であるため、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

(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3月期第1四半期 3,114 ― △160 ― △169 ― △339 ―

21年3月期第1四半期 3,472 ― 56 ― 49 ― 14 ―

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 △13.40 ―

21年3月期第1四半期 0.57 ―

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3月期第1四半期 15,088 8,565 56.8 338.03
21年3月期 15,718 8,858 56.4 349.55

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  8,565百万円 21年3月期  8,858百万円

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  有  
 

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 ― 0.00 ― 2.00 2.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年3月21日～平成22年3月20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  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 
連結累計期間

6,370 △13.1 △560 ― △580 ― △760 ― △29.99

通期 13,600 △7.8 △430 ― △470 ― △710 ― △28.02



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  無  

(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．本資料に記載されている業績予想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、実際の業績
は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
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。 
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 無

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 27,670,642株 21年3月期  27,670,642株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  2,330,772株 21年3月期  2,326,888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 25,341,043株 21年3月期第1四半期 25,653,377株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、昨年来の世界的な景気後退の影響下、企業業績の大幅な悪

化、雇用や家計所得環境の冷え込みが続き、依然として厳しい環境が続きました。 

 当アパレル業界におきましては、景況感が一段と悪化する中、消費者の生活防衛意識や節約志向が高まり、買い

控え傾向が長期化するなど、商況は極めて厳しいまま推移いたしました。 

 このような状況のもと当社グループでは、経営の軸足を、お客様一人ひとりのラピーヌ製品に対する信頼度・満

足度向上に置きつつ、商品の価値と価格のバランスを重視した新商品開発に努めるとともに、不採算取引の解消・

改善やコスト削減に取り組んでまいりました。 

 しかしながら、当第１四半期の連結売上高は31億14百万円にとどまり、損益面におきましては、プロパー販売が

伸び悩み、営業損失１億60百万円、経常損失１億69百万円となり、繰延税金資産の取り崩し等により、当四半期純

損失は３億39百万円となりました。 

  

（１）資産、負債、純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、150億88百万円（前連結会計年度末比６億29百万円減少）、

負債合計は65億23百万円（前連結会計年度末比３億35百万円減少）となり、純資産合計は85億65百万円（前連結会

計年度末比２億93百万円減少）となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における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損失が１億43

百万円となり、仕入債務の減少４億24百万円などの支出がありましたが、売上債権の減少６億５百万円などの収入

により、２億７百万円の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の減少による収入１億24

百万円などにより、１億49百万円の収入となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第１四半期連結会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払52百万円、社債の償還

45百万円、長期借入金の返済50百万円などがありましたが、社債発行による収入２億93百万円により、１億44百万

円の収入となりました。 

 この結果、現金及び現金同等物の当第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べて５億２百万円

増加して、19億68百万円となりました。 

  

 平成21年５月７日付の「平成21年３月期決算短信」で公表いたしました平成22年３月期第２四半期連結累計期間

並びに通期の連結業績予想を修正しております。修正の内容につきましては、本日別途公表しております「平成22

年３月期業績予想及び配当予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。  

  

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

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



 該当事項はありません。  

   

該当事項はありません。 

  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

 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。 

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する

内閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四

半期連結財務諸表規則を適用しております。 

  

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

棚卸資産 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均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、主として総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）により算定しております。 

これによる損益に与える影響はありません。 

  

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



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６月20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20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,968,337 1,465,817

受取手形及び売掛金 2,045,084 2,650,090

製品 3,451,729 3,511,832

原材料 58,367 48,405

仕掛品 175,426 243,867

繰延税金資産 233,093 243,041

その他 112,564 142,971

貸倒引当金 △8,830 △10,160

流動資産合計 8,035,774 8,295,867

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,535,948 1,567,921

機械装置及び運搬具（純額） 31,050 33,449

土地 3,341,243 3,341,243

その他（純額） 89,053 96,390

有形固定資産合計 4,997,295 5,039,004

無形固定資産   

のれん 103,235 127,529

その他 21,726 22,377

無形固定資産合計 124,962 149,907

投資その他の資産   

投資有価証券 810,194 724,960

差入保証金 913,275 1,054,081

繰延税金資産 31,232 212,453

その他 289,051 361,556

貸倒引当金 △112,792 △119,802

投資その他の資産合計 1,930,963 2,233,249

固定資産合計 7,053,220 7,422,160

資産合計 15,088,995 15,718,028



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月20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20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 577,266 1,001,974

短期借入金 3,170,000 3,170,000

1年内返済予定の長期借入金 101,200 126,200

1年内償還予定の社債 300,000 265,000

未払金 315,833 240,938

未払費用 307,348 263,062

未払法人税等 14,687 25,460

返品調整引当金 186,200 270,600

ポイント引当金 35,218 30,961

その他 139,806 157,957

流動負債合計 5,147,561 5,552,155

固定負債   

社債 740,000 520,000

長期借入金 563,500 588,800

役員退職慰労引当金 66,547 192,298

その他 5,808 5,808

固定負債合計 1,375,855 1,306,906

負債合計 6,523,416 6,859,061

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,354,021 4,354,021

資本剰余金 4,021,571 4,021,571

利益剰余金 607,457 997,696

自己株式 △353,469 △353,146

株主資本合計 8,629,581 9,020,142

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △64,002 △161,176

評価・換算差額等合計 △64,002 △161,176

純資産合計 8,565,578 8,858,966

負債純資産合計 15,088,995 15,718,028



（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21日 
 至 平成21年６月20日) 

売上高 3,114,527

売上原価 1,717,249

売上総利益 1,397,278

販売費及び一般管理費 1,557,946

営業損失（△） △160,667

営業外収益  

受取配当金 2,487

保険解約返戻金 7,185

その他 10,511

営業外収益合計 20,184

営業外費用  

支払利息 19,453

社債発行費 6,774

その他 2,817

営業外費用合計 29,045

経常損失（△） △169,529

特別利益  

投資有価証券売却益 25,264

貸倒引当金戻入額 1,332

特別利益合計 26,597

特別損失  

固定資産除売却損 167

特別損失合計 167

税金等調整前四半期純損失（△） △143,099

法人税、住民税及び事業税 5,283

法人税等調整額 191,169

法人税等合計 196,452

四半期純損失（△） △339,551



（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21日 
 至 平成21年６月20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（△） △143,099

減価償却費 42,536

のれん償却額 24,294

固定資産除売却損益（△は益） 167

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,340

返品調整引当金の増減額（△は減少） △84,400

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △125,751

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,256

受取利息及び受取配当金 △2,487

支払利息 19,453

社債発行費 6,774

投資有価証券売却損益（△は益） △25,264

売上債権の増減額（△は増加） 605,005

たな卸資産の増減額（△は増加） 118,581

仕入債務の増減額（△は減少） △424,708

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,950

その他 256,883

小計 237,954

利息及び配当金の受取額 2,487

利息の支払額 △22,284

法人税等の支払額 △10,384

営業活動によるキャッシュ・フロー 207,772

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 △13,212

投資有価証券の取得による支出 △3,839

投資有価証券の売却による収入 41,043

差入保証金の増減額（△は増加） 124,111

その他 1,851

投資活動によるキャッシュ・フロー 149,954

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △50,300

社債の発行による収入 293,225

社債の償還による支出 △45,000

自己株式の取得による支出 △322

配当金の支払額 △52,809

財務活動によるキャッシュ・フロー 144,792

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 502,519

現金及び現金同等物の期首残高 1,465,817

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,968,337



 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。 

  

 当社グループは、婦人服製造販売事業以外に事業の種類がないため、記載を省略しております。  

  

 本邦以外の売上高はないため、記載を省略しております。  

  

 海外売上高はないため、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

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔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



「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（平成20年３月21日～６月20日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成21年３月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  3,472,405

Ⅱ 売上原価  1,774,293

売上総利益  1,698,111

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,641,989

営業利益  56,122

Ⅳ 営業外収益  13,690

１ 受取利息・配当金  3,209

２ 仕入割引  5,526

３ その他  4,955

Ⅴ 営業外費用  20,762

１ 支払利息  19,519

２ その他  1,243

経常利益  49,050

Ⅵ 特別利益  2,470

１ 貸倒引当金戻入額  2,470

税金等調整前四半期純利益  51,520

税金費用  36,900

四半期純利益  14,620



前第１四半期連結累計期間（平成20年３月21日～６月20日） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成21年３月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

１ 税金等調整前四半期純利益  51,520

２ 減価償却費  54,686

３ のれん償却額  24,294

４ 貸倒引当金の減少額 △2,280

５ 返品調整引当金の減少額 △94,200

６ 賞与引当金の増加額  98,125

７ 退職給付引当金の減少額 △7,500

８ 役員退職慰労引当金の増加額  2,550

９ ポイント引当金の増加額  9,777

10 受取利息及び受取配当金 △3,209

11 支払利息  19,519

12 売上債権の減少額  868,963

13 棚卸資産の増加額 △59,967

14 仕入債務の減少額 △589,655

15 未払消費税等の減少額 △20,634

16 その他 △28,817

小計  323,170

17 利息及び配当金の受取額  3,209

18 利息の支払額 △18,620

19 法人税等の支払額 △49,269

営業活動によるキャッシュ・フロー  258,490

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

１ 有形固定資産の取得による支出 △49,204

２ 投資有価証券の取得による支出 △3,758

３ 差入保証金の純増加額 △6,076

４ その他 △2,679

投資活動によるキャッシュ・フロー △61,717

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

１ 長期借入金の返済による支出 △73,200

２ 社債償還による支出 △45,000

３ 配当金の支払額 △153,909

４ 自己株式の取得による支出 △117

５ 自己株式の売却による収入  330

財務活動によるキャッシュ・フロー △271,896

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △75,124

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,688,960

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,613,836
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