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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4月1日～平成21年6月30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3月期第1四半期 1,754 △60.5 △35 ― △23 ― △28 ―
21年3月期第1四半期 4,438 ― 34 ― 52 ― 104 ―

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 △0.61 ―
21年3月期第1四半期 2.12 ―

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 6,109 3,428 56.1 74.46
21年3月期 5,937 3,589 60.5 77.95

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  3,428百万円 21年3月期  3,589百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
― ― 3.00 3.00

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） 
（％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

4,400 △50.0 △13 ― △10 ― △18 ― △0.37

通期 10,000 △24.3 58 ― 55 ― 40 △85.2 0.83
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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  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。 

(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 
本資料に記載されている業績予想につきましては、当社が現時点入手した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
はさまざまな要因により大きく異なる可能性があります。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は、4ページ【定性的情報・財務情報
等】３．連結業績に関する定性的情報をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 49,280,697株 21年3月期  49,280,697株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  3,233,883株 21年3月期  3,232,976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 46,047,290株 21年3月期第1四半期 49,243,604株

堀田丸正㈱（8105）　平成22年3月期第1四半期決算短信

2



当第１四半期における我が国経済は、輸出や生産などに一部回復の兆しが見られますが、昨秋から続く世界的な金

融・経済危機の影響で企業収益や設備投資などの改善までには至りませんでした。また、雇用情勢や所得環境なども

厳しさを増し、個人消費は弱めの動きとなっております。 

当衣料業界におきましても、雇用情勢の改善が見られない中、個人消費が落ち込み婦人衣料品等に対する買い控え

やきもの及び宝飾品等といった嗜好品の販売が減少し、厳しい状況で推移いたしました。 

 このような事業環境のもと、昨年11月に子会社㈱HAMANO1880、東京ブラウス㈱、㈱松崎及び松崎生産㈱の株式をす

べて譲渡したことによる大幅な減収及び前年は貸倒引当金戻入益等があったことから減益となりました。このような

ことから、当社グループの当第１四半期は売上高17億54百万円（前年同期比60.5％減）、営業損失は35百万円（前年

同期は営業利益34百万円）、経常損失は23百万円（前年同期は経常利益52百万円）、四半期純損失は28百万円（前年

同期は四半期純利益１億４百万円）となりました。 

和装事業は、昨年６月に四菱㈱から事業を譲受けたことにより売上高は増加いたしました。この結果、売上高は４

億66百万円（前年同期比11.7％増）、営業利益は0.2百万円（前年同期比74.6％減）となりました。 

 寝装事業は、量販店を中心に売り上げが伸び悩む中、物流コストの改善や賃借料等の固定費をの削減いたしまし

た。この結果、売上高は４億37百万円（前年同期比7.1％減）、営業利益は１百万円（前年同期は営業損失10百万

円）となりました。 

 洋装事業は、昨年11月に連結子会社であった東京ブラウス㈱及び東京ブラウス㈱の子会社東京華麗絲有限公司の株

式を譲渡したことにより売上高は大幅な減少となりました。この結果、売上高は５億８百万円（前年同期比68.1％

減）、営業利益は36百万円（前年同期比30.9％減）となりました。 

 宝飾・バッグ事業は、昨年11月に連結子会社であった㈱HAMANO1880、㈱松崎及び松崎生産㈱の株式を譲渡したこと

により売上高は大幅に減少いたしました。この結果、売上高は51百万円（前年同期比96.8％減）、営業利益は0.4百

万円（前年同期比98.9％減）となりました。 

 意匠撚糸事業は、婦人洋品等の製品市場の低迷から、撚糸の需要が大幅に落ち込み売上高は減少いたしました。賃

料やシステム費用等の固定費を削減いたしました。この結果、売上高は２億91百万円（前年同期比16.7％減）、営業

損失５百万円（前年同期は営業損失９百万円）となりました。 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における資産合計は61億9百万円で前連結会計年度末と比べ1億72百万円増加しており

ます。この主な要因は、丸福商事㈱の全株式の取得による増加はあったことによるものであります。 

 流動資産は、50億56百万円（前連結会計年度末は50億21百万円）となり、35百万円増加いたしました。これは主

に、短期貸付金の減少はあったものの、丸福商事㈱の取得による増加があったことによるものであります。 

 固定資産は、10億52百万円（前連結会計年度末は9億15百万円）となり、1億36百万円増加いたしました。これは主

に、丸福商事㈱の取得による増加があったことによるものであります。 

  流動負債は、24億59百万円（前連結会計年度末は21億25百万円）となり、3億33百万円増加いたしました。これは

主に、丸福商事㈱の取得による増加があったことによるものであります。 

  固定負債は、2億20百万円（前連結会計年度末は2億22百万円）となり、2百万円減少いたしました。これは主に、

繰延税金負債の増加はあったものの、長期未払金の減少があったことによるものであります。 

 純資産は、34億28百万円（前連結会計年度末35億89百万円）となり、1億60百万円減少いたしました。これは主

に、当期純損失及び剰余金の配当1億38百万円があったこと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１億20百万円増加の４億34百万円となっております。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果増加した資金は、25百万円（前年同四半期は48百万円の減少）となりました。 

 これは主に、売上債権及たな卸資産の減少があったこと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） 

 投資活動の結果増加した資金は、１億92百万円（前年同四半期は10百万円の増加）となりました。 

 これは主に、子会社取得による支出はあったものの、貸付金の回収があったこと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） 

 財務活動の結果減少した資金は、96百万円（前年同四半期は１億42百万円の減少）となりました。 

 これは主に、配当金の支払いによるものであります。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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当第１四半期における我が国経済は、エコカー・省エネ家電に対する買い替え優遇対策などの経済対策に加え、企

業の在庫調整の進展などにより一部に消費回復の兆しを見せ始めておりますが、依然として先行き不透明感を払拭す

るにはいたらず予断を許さない状況は続くものと予想されます。 

当社グループについては、営業活動に全力をあげるとともに経費の削減等に注力し、経営の合理化を図ってまいりま

す。このような状況を踏まえ、平成21年５月19日公表いたしました平成22年３月期第２四半期業績、通期業績の予想

数値に変更はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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
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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：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 934,552 813,649

受取手形及び売掛金 1,992,046 1,785,942

商品及び製品 1,634,737 1,480,372

仕掛品 18,415 32,082

原材料及び貯蔵品 101,083 108,209

短期貸付金 356,371 706,781

前払費用 52,693 52,302

未収入金 43,402 58,568

その他 17,558 40,063

貸倒引当金 △93,943 △56,325

流動資産合計 5,056,916 5,021,646

固定資産   

有形固定資産   

有形固定資産 476,546 469,769

無形固定資産   

のれん 151,587 －

その他 18,057 19,155

無形固定資産合計 169,645 19,155

投資その他の資産   

投資有価証券 79,883 55,533

長期貸付金 79,402 165,816

破産更生債権等 439,376 404,381

長期前払費用 16,168 18,113

その他 313,493 261,234

貸倒引当金 △522,129 △478,402

投資その他の資産合計 406,195 426,675

固定資産合計 1,052,387 915,600

資産合計 6,109,303 5,937,247
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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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,023,106 1,897,633

短期借入金 119,000 －

未払法人税等 7,812 21,750

未払消費税等 22,364 11,072

賞与引当金 11,929 8,500

返品調整引当金 17,223 17,413

その他 258,334 169,453

流動負債合計 2,459,769 2,125,824

固定負債   

長期未払金 212,309 221,619

繰延税金負債 7,085 －

その他 1,454 454

固定負債合計 220,848 222,074

負債合計 2,680,618 2,347,898

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,975,070 1,975,070

資本剰余金 273,664 273,664

利益剰余金 1,347,150 1,513,516

自己株式 △181,384 △181,335

株主資本合計 3,414,500 3,580,915

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 11,644 7,711

為替換算調整勘定 2,540 720

評価・換算差額等合計 14,184 8,432

純資産合計 3,428,685 3,589,348

負債純資産合計 6,109,303 5,937,247
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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 4,438,576 1,754,853

売上原価 2,596,023 1,153,897

売上総利益 1,842,552 600,955

販売費及び一般管理費 1,808,294 636,303

営業利益又は営業損失（△） 34,258 △35,347

営業外収益   

受取利息 2,973 6,841

受取配当金 1,323 861

負ののれん償却額 10,776 －

為替差益 － 4,666

その他 11,552 3,706

営業外収益合計 26,626 16,076

営業外費用   

支払利息 5,189 －

事務所移転費用 － 2,328

その他 3,093 2,051

営業外費用合計 8,282 4,379

経常利益又は経常損失（△） 52,602 △23,651

特別利益   

貸倒引当金戻入額 75,296 314

固定資産売却益 29 －

その他 296 －

特別利益合計 75,622 314

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（△）

128,224 △23,336

法人税、住民税及び事業税 19,539 4,886

法人税等合計 19,539 4,886

少数株主利益 4,153 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 104,532 △28,223
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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（△）

128,224 △23,336

減価償却費 12,628 3,106

のれん償却額 772 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △71,169 △6,932

賞与引当金の増減額（△は減少） 23,172 3,429

返品調整引当金の増減額（△は減少） 13,824 △4,390

退職給付引当金の増減額（△は減少） △22,232 －

受取利息及び受取配当金 △4,297 △7,702

支払利息 5,189 －

有形固定資産売却損益（△は益） △29 －

売上債権の増減額（△は増加） 216,598 276,517

たな卸資産の増減額（△は増加） △173,111 32,698

仕入債務の増減額（△は減少） △299,327 △231,483

その他 179,373 △9,457

小計 9,614 32,447

利息及び配当金の受取額 4,831 6,739

利息の支払額 △4,952 －

法人税等の支払額 △58,436 △13,804

営業活動によるキャッシュ・フロー △48,942 25,383

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 － △735

有形固定資産の取得による支出 △3,411 －

有形固定資産の売却による収入 30 －

投資有価証券の取得による支出 △1,197 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △165,174

貸付けによる支出 △7,572 －

貸付金の回収による収入 22,621 352,823

敷金の回収による収入 － 5,160

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,469 192,074

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 △18,498 －

長期借入金の返済による支出 △25,000 －

リース債務の返済による支出 △457 －

自己株式の取得による支出 － △48

配当金の支払額 △98,476 △96,948

財務活動によるキャッシュ・フロー △142,432 △96,997

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,412 443

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △182,318 120,902

現金及び現金同等物の期首残高 803,955 313,649

現金及び現金同等物の四半期末残高 621,636 434,552
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 該当事項はありません。 

  

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）  

 （注）１．事業区分の方法 

      事業は、商品の種類で区分しております。 

２．各区分に属する主要な商品 

３．会計処理の方法の変更 

 前第１四半期連結累計期間 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 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）を適用しております。この変更に伴う各セグメントに与える影響は軽微であります。 

（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〕

  
和装事業 
（千円） 

寝装事業 
（千円） 

洋装事業 
(千円） 

宝飾・バ
ッグ事業
（千円）

意匠撚糸
事業 
（千円）

その他事
業 

（千円）

計 
（千円） 

消去又は
全社 
（千円）

連結 
（千円）

 売上高                   

(1）外部顧客に対す

る売上高 
417,684  470,907 1,592,751 1,607,533 349,698  － 4,438,576  － 4,438,576

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  638  － 642  1,280 (1,280)  －

計  417,684  470,907 1,592,751 1,608,172 349,698 642 4,439,857 (1,280) 4,438,576

営業利益（又は営業損

失）  
 1,077  △10,281 52,663 40,135 △9,504 72  74,161 (39,903) 34,258

  
和装事業 
（千円） 

寝装事業 
（千円） 

洋装事業 
(千円） 

宝飾・バ
ッグ事業
（千円）

意匠撚糸
事業 
（千円）

その他事
業 

（千円）

計 
（千円） 

消去又は
全社 
（千円）

連結 
（千円）

 売上高                   

(1）外部顧客に対す

る売上高 
466,664  437,550 508,250 51,067 291,319  － 1,754,853  － 1,754,853

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  － －  － －  －

計  466,664  437,550 508,250 51,067 291,319 － 1,754,853 － 1,754,853

営業利益（又は営業損

失）  
 273  1,365 36,371 422 △5,958 △93  32,381 (67,729) △35,347

事業区分 主要な商品 

 和装事業  留袖、訪問着、振袖、袋帯等の和装品 

 寝装事業  羽毛・羊毛ふとん、毛布、タオルケット、カバー等の寝装品 

 洋装事業  ブラウス、ニット、スカート、パンツ、ワンピース、スーツ等の婦人洋品 

 宝飾・バッグ事業  宝石、貴金属等の指輪、ネックレス等の宝飾品、毛皮、レザー、ハンドバッグ 

 意匠撚糸事業  リングヤーン、シャギーヤーン、ポーラヤーン、テープヤーン、特殊紡績糸 

 その他事業  人材派遣 
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 （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） 

 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り扱

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。この変更に伴う各セグメントに与え

る影響はありません。 

 （リース取引に関する会計基準） 

 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」（企業会計基準第13号 平成５年６月17

日）を適用しております。この変更に伴う各セグメントに与える影響は軽微であります。 

当第１四半期連結累計期間  

該当事項はありません。  

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）  

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、所在地別セグメントの記載

は省略しております。  

当第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30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、所在地別セグメントの記載

は省略しております。  

  

   

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）  

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の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４月１日 至平成21年６月30日）  

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

   

 該当事項はありません。 

   

該当事項はありません。  

  

  

〔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

６．その他の情報
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