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1.  平成22年3月期第1四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年6月30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 ％

22年3月期第1四半期 604 △21.0 36 △39.3 42 △37.8 47 ―

21年3月期第1四半期 765 ― 60 ― 68 ― △8 ―

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 2.30 ―

21年3月期第1四半期 △0.42 ―

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 1,403 901 64.2 44.06
21年3月期 1,342 816 60.8 39.89

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  901百万円 21年3月期  816百万円

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3月期 ― ― ― 0.00 0.00

22年3月期 ―

22年3月期 
（予想）

― ― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（平成21年4月1日～平成22年3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

970 △19.3 △71 ― △65 ― △64 ― △3.12

通期 1,960 △15.0 △132 ― △123 ― △129 ― △6.30



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  
「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） 

(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 無

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 20,540,525株 21年3月期  20,540,525株

② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  75,396株 21年3月期  73,436株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第1四半期 20,465,564株 21年3月期第1四半期 20,473,064株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。 
平成21年5月14日に公表いたしました業績予想は修正しております。その具体的内容につきましては、平成21年8月5日に別途開示いたしました「業績予想
の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 



定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

当第１四半期におけるわが国経済は、昨年後半からの世界的金融危機の長期化が影響し、企業収益の悪化、雇用情

勢・所得環境の厳しさによる個人消費の低迷等、引き続き厳しい状況で推移いたしました。

このような状況のなか当社は、新規商材としてお客様がお持ちでない新しい企画商品の開発に注力し、クールビズ対

策として「軽さ」「薄さ」をキーワードに「シャツ生地ジャケット」を展開するとともに、レディースオーダースー

ツの拡販に努めてまいりました。しかしながら、個人消費の低迷による来店客数の減少等が大きく影響し、売上高は

前年を大きく下回りました。

以上の結果、売上高は当初計画の約15％減となる604百万円（前年同期比21.0％減）となりました。損益面につきま

しては、営業利益36百万円（前年同期比39.3％減）、経常利益42百万円（前年同期比37.8％減）、四半期純利益は47

百万円（前年同期55百万円増）となりました。

２．財政状態に関する定性的情報

　（１）資産、負債及び純資産の状況

（資産の部）

当第１四半期会計期間の総資産は、前期末に比べ61百万円増加し1,403百万円となりました。その主な要因は、受取

手形及び売掛金の増加、投資有価証券の評価増によるものであります。

（負債の部）

当第１四半期会計期間の負債合計は、前期末に比べ23百万円減少し502百万円となりました。その主な要因は、長期

預り金の減少によるものであります。

（純資産の部）

当第１四半期会計期間の純資産合計は、前期末に比べ85百万円増加し901百万円となりました。その主な要因は、四

半期純利益の計上及びその他有価証券評価差額金の増加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は、前期末と比べ18百万円増加し、308百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

当第１四半期会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、17百万円となりました。これは主に税引前

四半期純利益の計上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）

当第１四半期会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、1百万円となりました。これは主に保証金

の返還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）

当第１四半期会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、△0百万円となりました。これは主にリー

ス債務の返済によるものであります。

３．業績予想に関する定性的情報

　平成22年3月期の業績予想につきましては、平成21年5月14日に公表いたしました業績予想を修正しております。

詳細につきましては、平成21年8月5日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。
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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

① 棚卸資産の評価方法　

　当第１四半期会計期間末における棚卸高の算定に関して、実地棚卸を省略し前会計年度末に係る実地棚卸高を

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。

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、当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。

（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

該当事項はありません。　
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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６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 308,060 289,717

受取手形及び売掛金 144,854 131,687

原材料 7,417 7,914

仕掛品 5,464 5,996

前払費用 19,972 19,406

未収入金 1,825 3,051

その他 32,179 28,020

貸倒引当金 △40,140 △40,640

流動資産合計 479,633 445,154

固定資産   

有形固定資産 14,532 15,487

無形固定資産 2,436 2,487

投資その他の資産   

投資有価証券 514,823 476,541

関係会社株式 35,000 35,000

出資金 121 121

長期貸付金 40,434 39,668

破産更生債権等 51,488 52,702

敷金及び保証金 322,144 332,754

その他 13,807 13,936

貸倒引当金 △70,559 △71,659

投資その他の資産合計 907,260 879,065

固定資産合計 924,229 897,040

資産合計 1,403,863 1,342,194

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 100,924 90,562

未払金 17,208 17,498

未払法人税等 5,059 16,063

未払費用 23,173 25,287

賞与引当金 － 6,500

その他 17,834 19,048

流動負債合計 164,200 174,960

固定負債   

退職給付引当金 171,058 170,373

役員退職慰労引当金 19,070 18,510

引当金 190,128 188,883

長期預り金 144,480 158,390



（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年６月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

その他 3,396 3,628

固定負債合計 338,005 350,902

負債合計 502,205 525,863

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,027,026 1,027,026

利益剰余金 △90,694 △137,844

自己株式 △7,198 △7,094

株主資本合計 929,132 882,087

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △27,474 △65,756

評価・換算差額等合計 △27,474 △65,756

純資産合計 901,657 816,331

負債純資産合計 1,403,863 1,342,194



（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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 765,624 604,492

売上原価 374,181 292,184

売上総利益 391,443 312,307

販売費及び一般管理費 331,250 275,765

営業利益 60,192 36,542

営業外収益   

受取利息 309 309

有価証券利息 4,627 5,000

為替差益 2,355 －

その他 1,116 1,584

営業外収益合計 8,408 6,893

営業外費用   

支払利息 125 26

為替差損 － 832

その他 0 －

営業外費用合計 126 859

経常利益 68,474 42,576

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 6,500

貸倒引当金戻入額 2,481 1,600

特別利益合計 2,481 8,100

特別損失   

過年度退職給付費用 74,693 －

その他 1,283 －

特別損失合計 75,976 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △5,020 50,676

法人税、住民税及び事業税 3,527 3,527

法人税等合計 3,527 3,527

四半期純利益又は四半期純損失（△） △8,547 47,149



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△5,020 50,676

減価償却費 2,591 1,135

固定資産除却損 995 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,800 △1,600

賞与引当金の増減額（△は減少） 10,270 △6,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 80,398 684

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 560 560

受取利息及び受取配当金 △4,936 △5,309

支払利息 125 26

為替差損益（△は益） △2,355 832

売上債権の増減額（△は増加） △21,162 △13,166

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,894 1,029

その他の資産の増減額（△は増加） 2,447 2,111

仕入債務の増減額（△は減少） △991 10,361

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,250 △1,376

その他の負債の増減額（△は減少） 1,106 △7,668

小計 58,871 31,797

利息及び配当金の受取額 19,803 312

利息の支払額 △94 △26

法人税等の支払額 △14,082 △14,109

営業活動によるキャッシュ・フロー 64,498 17,973

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 △3,004 －

投資有価証券の償還による収入 400,000 －

長期前払費用の取得による支出 △1,000 －

敷金及び保証金の差入による支出 △2,950 －

敷金及び保証金の回収による収入 － 1,700

貸付けによる支出 △405 △1,500

貸付金の回収による収入 1,102 1,333

投資活動によるキャッシュ・フロー 393,742 1,533

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △20,000 －

リース債務の返済による支出 － △226

自己株式の取得による支出 △141 △104

財務活動によるキャッシュ・フロー △20,141 △331

現金及び現金同等物に係る換算差額 2,355 △832

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 440,454 18,343

現金及び現金同等物の期首残高 264,166 289,717

現金及び現金同等物の四半期末残高 704,620 308,060



（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。
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