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1.  平成21年12月期第2四半期の業績（平成21年1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 ％

21年12月期第2四半期 8,686 ― △41 ― 23 ― △43 ―

20年12月期第2四半期 9,666 △4.9 198 △66.1 269 △59.0 95 △71.9

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

21年12月期第2四半期 △2.34 ―

20年12月期第2四半期 5.14 ―

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

21年12月期第2四半期 15,474 11,070 71.5 595.69
20年12月期 16,308 11,092 68.0 596.72

（参考） 自己資本   21年12月期第2四半期  11,070百万円 20年12月期  11,092百万円

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

20年12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00
21年12月期 ― 5.00

21年12月期 
（予想）

― 5.00 10.00

3.  平成21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

通期 17,500 △7.0 △450 ― △350 ― △280 ― △15.60
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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  無  
[(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。] 

(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） 

[(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) 発行済株式数（普通株式） 

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） 21年12月期第2四半期 19,300,000株 20年12月期  19,300,000株

② 期末自己株式数 21年12月期第2四半期  715,989株 20年12月期  710,333株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年12月期第2四半期 18,587,004株 20年12月期第2四半期 18,632,816株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1.当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
2.業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は今後様々な要因によって大きく異なる可能性があり
ます。 
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当第２四半期会計期間におけるわが国経済は、世界的な景気低迷が続くなか、企業収益の深刻化による
雇用・所得環境の悪化から個人消費が落ち込むなど、景気の後退感を一層強める状況となりました。当ア
パレル業界におきましても、消費者マインドの冷え込みや生活防衛意識の高まりによる買い控え傾向が続
くなか、大型小売店の売上高が衣料品を中心に前年を大幅に下回る水準で推移するなど、極めて厳しい経
営環境が続きました。 
こうした状況のなかで当社は、時代とともに多種多様な拡がりを見せるフォーマルシーン「お別れの

会、偲ぶ会、送る会」など、近年のエンディング・セレモニーに相応しい提案や、潜在的な需要がある卒
入園式のオケージョン対応への取り組みを強化してまいりました。また、着脱し易い前開き仕様でナチュ
ラルなシルエットで着心地の良さを追求したユニバーサルフォーマルやご家庭での洗濯が可能なウォッシ
ャブルフォーマルなど、多様化する消費者ニーズへの対応も進めてまいりました。 
しかしながら、買い控え傾向が長引く中、消費者の価格に対する意識はますます厳しくなり、低価格志

向は依然として根強いことから、各商品分野で販売は厳しいまま推移し、特にプレタラインはより厳しい
状況となりました。 
この結果、当第２四半期会計期間の業績は、売上高37億76百万円、営業利益28百万円、経常利益68百万

円、四半期純利益91百万円となりました。  
また、当第２四半期累計期間においては、売上高はブラックフォーマルが56億27百万円（前年同期比

8.5％減）、カラーフォーマルが15億46百万円（同17.8％減）、アクセサリー類が15億12百万円（同7.4％
減）と苦戦を強いられ、当第２四半期累計の売上高は86億86百万円（前年同期比10.1％減）となりまし
た。 
利益面では、プレタラインの不振など販売単価のダウンにより、売上総利益率は前年同期比1.3ポイン

ト悪化いたしました。販売費及び一般管理費は、販売促進費や物流経費を始めあらゆる経費の削減に取り
組み、全体では前年同期比7.7％（3億45百万円）削減しましたものの、売上高の減少に伴う利益の落ち込
みを補いきれず、当第２四半期累計の業績は、営業損失41百万円、経常利益23百万円、四半期純損失43百
万円となりました。 
  
 平成21年12月期第１四半期に係る経営成績に関する定性的情報については、平成21年12月期第１四半期
決算短信(非連結)（平成21年５月８日開示）をご参照ください。 

  

当第２四半期会計期間末における総資産は154億74百万円となり、前期末に比べて８億34百万円減少
いたしました。これは主に、投資有価証券の評価差額の増加等による１億75百万円の増加があったもの
の、売上高の減少に伴う売上債権の減少３億96百万円や棚卸資産の減少３億80百万円等によるものであ
ります。 
 負債は、前期末に比べて８億11百万円減少し44億３百万円となりました。これは主に、短期借入金の
増加３億円等があったものの、仕入債務の減少８億94百万円等によるものであります。 
 純資産は、前期末に比べて22百万円減少し110億70百万円となりました。これは主に、その他有価証
券評価差額金の増加１億15百万円があったものの、利益剰余金の減少１億36百万円によるものでありま
す。 

  

当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、第１四半期会計期間末
に比べて、52百万円減少し７億17百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであ
ります。 

営業活動の結果支出した資金は41百万円となりました。これは主に、売上債権の減少９億35百万円や
棚卸資産の減少２億６百万円があったものの、仕入債務の減少９億70百万円や返品調整引当金の減少２
億60百万円等によるものであります。 

投資活動により支出した資金は３百万円となりました。これは主に、貸付金の回収による収入７百万
円があったものの、固定資産の取得による支出16百万円等によるものであります。 

財務活動の結果支出した資金は８百万円となりました。これは主に、配当金の支払いによる支出７百
万円によるものであります。 

・定性的情報・財務諸表等

1. 経営成績に関する定性的情報

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

(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）

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

（財務活動によるキャッシュ・フロー）
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平成21年12月期の業績予想につきましては、平成21年５月８日付けで発表いたしました「業績予想の修
正に関するお知らせ」の数値から変更ありません。 

  

  

当事業年度より「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
財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準委員会 企業会計基準第９号(平成18年７月５
日公表分))を当事業年度の第１四半期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。 
 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

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日以後開始する事業年度に係る四半期財務諸表から適用するこ
とができるようになったことに伴い、当事業年度の第１四半期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。 
 これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

3. 業績予想に関する定性的情報

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

該当事項はありません。

(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

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用

②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

③「リース取引に関する会計基準」等の適用
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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２四半期会計期間末 
(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20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 717,361 721,252

受取手形及び売掛金 3,668,473 4,065,444

商品及び製品 3,512,408 3,867,384

原材料 1,921 396

仕掛品 176,582 203,848

その他 300,961 409,314

貸倒引当金 △4,439 －

流動資産合計 8,373,269 9,267,642

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,987,814 1,987,814

その他 1,155,052 1,218,978

有形固定資産合計 3,142,866 3,206,792

無形固定資産 24,311 24,642

投資その他の資産   

投資有価証券 1,673,387 1,497,881

賃貸不動産 1,645,916 1,582,149

その他 626,557 751,512

貸倒引当金 △11,967 △22,170

投資その他の資産合計 3,933,893 3,809,371

固定資産合計 7,101,071 7,040,806

資産合計 15,474,341 16,308,448

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,178,259 3,072,622

短期借入金 300,000 －

未払法人税等 30,511 34,111

返品調整引当金 463,000 544,000

その他 644,421 768,090

流動負債合計 3,616,191 4,418,824

固定負債   

退職給付引当金 556,341 546,725

役員退職慰労引当金 149,468 178,595

その他 81,980 71,499

固定負債合計 787,790 796,819

負債合計 4,403,981 5,215,644
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(単位：千円)

当第２四半期会計期間末 
(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20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,049,077 4,049,077

資本剰余金 3,732,777 3,732,777

利益剰余金 3,464,560 3,600,925

自己株式 △299,767 △298,479

株主資本合計 10,946,647 11,084,300

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 123,711 8,503

評価・換算差額等合計 123,711 8,503

純資産合計 11,070,359 11,092,804

負債純資産合計 15,474,341 16,308,448
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第２四半期累計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 8,686,704

売上原価 4,577,555

売上総利益 4,109,148

販売費及び一般管理費 4,150,243

営業損失（△） △41,094

営業外収益  

受取利息 810

受取配当金 20,318

受取賃貸料 52,357

その他 17,206

営業外収益合計 90,692

営業外費用  

支払利息 2,080

賃貸費用 17,852

その他 5,945

営業外費用合計 25,877

経常利益 23,719

特別損失  

投資有価証券評価損 26,037

その他 9,536

特別損失合計 35,573

税引前四半期純損失（△） △11,853

法人税、住民税及び事業税 －

法人税等調整額 31,562

法人税等合計 31,562

四半期純損失（△） △43,416
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 【第２四半期会計期間】 

(単位：千円)

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 3,776,462

売上原価 1,735,938

売上総利益 2,040,523

販売費及び一般管理費 2,011,933

営業利益 28,589

営業外収益  

受取利息 798

受取配当金 20,189

受取賃貸料 26,178

その他 6,645

営業外収益合計 53,812

営業外費用  

支払利息 350

賃貸費用 9,667

その他 3,456

営業外費用合計 13,473

経常利益 68,928

特別利益  

投資有価証券評価損戻入益 71,365

貸倒引当金戻入額 1,400

特別利益合計 72,765

特別損失  

固定資産除却損 5,546

事務所移転費用 3,990

特別損失合計 9,536

税引前四半期純利益 132,157

法人税、住民税及び事業税 △27,237

法人税等調整額 67,804

法人税等合計 40,567

四半期純利益 91,589
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年１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  

税引前四半期純損失（△） △11,853

減価償却費 39,681

固定資産除却損 5,546

投資有価証券評価損益（△は益） 26,037

受取利息及び受取配当金 △21,128

支払利息 2,080

返品調整引当金の増減額（△は減少） △81,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,764

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,615

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29,127

売上債権の増減額（△は増加） 396,971

破産更生債権等の増減額（△は増加） 9,685

たな卸資産の増減額（△は増加） 380,717

前払費用の増減額（△は増加） 93,255

仕入債務の増減額（△は減少） △894,363

未払金の増減額（△は減少） △132,473

未払消費税等の増減額（△は減少） 50,018

その他 △17,385

小計 △179,485

利息及び配当金の受取額 21,128

利息の支払額 △2,205

法人税等の支払額 △4,110

営業活動によるキャッシュ・フロー △164,672

投資活動によるキャッシュ・フロー  

投資有価証券の取得による支出 △7,591

固定資産の取得による支出 △54,245

貸付けによる支出 △7,305

貸付金の回収による収入 12,374

その他 11,391

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,376

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） 300,000

配当金の支払額 △92,330

自己株式の取得による支出 △1,288

その他 △223

財務活動によるキャッシュ・フロー 206,157

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,890

現金及び現金同等物の期首残高 721,252

現金及び現金同等物の四半期末残高 717,361
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当事業年度より「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、「四半期財務諸表
等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

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) 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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前中間損益計算書 

 
  

「参考」

(単位：千円)

科 目

前中間会計期間

（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年６月30日)

Ⅰ売上高 9,666,030

Ⅱ売上原価 4,972,181

売上総利益 4,693,849

Ⅲ販売費及び一般管理費 4,495,770

営業利益 198,078

Ⅳ営業外収益 94,252

Ⅴ営業外費用 23,286

経常利益 269,045

Ⅵ特別利益 12,116

Ⅶ特別損失 58,647

税引前中間純利益 222,514

法人税、住民税及び事業税 111,623

法人税等調整額 15,202

中間純利益 95,688
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前中間キャッシュ・フロー計算書 

(単位：千円)

区分

前中間会計期間

（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年６月30日)

 営業活動によるキャッシュ・フロー

税引前中間純利益 222,514

減価償却費 39,587

投資有価証券評価損 58,646

受取利息・配当金 △24,892

支払利息 1,717

返品調整引当金の増減額（△は減少） △8,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,538

退職給付引当金の増減額（△は減少） △12,164

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,097

売上債権の増減額（△は増加） 196,570

棚卸資産の増減額（△は増加） △129,462

前払費用の増減額（△は増加） 38,784

仕入債務の増減額（△は減少） △526,275

未払金の増減額（△は減少） △126,007

未払消費税等の増減額（△は減少） △48,528

その他 △73,445

小      計 △382,398

利息及び配当金の受取額 24,892

利息の支払額 △1,996

法人税等の支払額 △69,818

営業活動によるキャッシュ・フロー △429,321

 投資活動によるキャッシュ・フロー

投資有価証券取得による支出 △7,507

投資有価証券売却による収入 3

固定資産の取得による支出 △28,704

貸付による支出 △14,696

貸付金の回収による収入 11,657

保証金・敷金の増減額（△は増加） 98

破産更生債権等の回収による収入 5,479

その他の投資の増減額（△は増加） △57

投資活動によるキャッシュ・フロー △33,727

 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） 600,000

配当金の支払 △93,409

自己株式の取得による支出 △760

財務活動によるキャッシュ・フロー 505,829

 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 42,781

 現金及び現金同等物の期首残高 1,042,039

 現金及び現金同等物の中間期末残高 1,084,820
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