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1.  平成22年1月期第2四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年7月31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1月期第2四半期 35,226 ― △1,626 ― △303 ― △583 ―
21年1月期第2四半期 40,298 1.0 27 ― 245 ― 129 ―

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1月期第2四半期 △79.71 ―
21年1月期第2四半期 16.72 ―

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1月期第2四半期 37,626 19,799 52.1 2,678.53
21年1月期 42,237 20,610 47.6 2,745.23

（参考） 自己資本   22年1月期第2四半期  19,601百万円 21年1月期  20,110百万円

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1月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
22年1月期 ― 20.00
22年1月期 

（予想）
― 20.00 40.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
詳細につきましては、本日（平成21年９月11日）発表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

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 80,000 △6.6 △900 ― 400 ― △450 ― △61.48
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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  有  
［（注）詳細は、５ページ「定性的情報・財務諸表等４．その他」をご覧下さい。］ 

(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、５ページ「定性的情報・財務諸表等４．その他」をご覧下さい。］ 

(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。 
 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は、４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1月期第2四半期 7,718,800株 21年1月期  7,718,800株
② 期末自己株式数 22年1月期第2四半期  400,873株 21年1月期  393,173株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第2四半期 7,320,341株 21年1月期第2四半期 7,730,615株
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、貿易取引、生産の回復や定額給付金、エコポイント制度やエコ

カー減税、高速道路料金の引き下げ等、経済対策に支えられたプラス効果があったものの、失業率の上昇、夏季賞与

の減少等、雇用情勢・所得環境は悪化し経済活動の水準は依然として低く先行きは不透明な状況となっております。

当アパレル業界でも消費者の生活防衛意識は依然強く、買い控え、節約志向による消費の低迷、価格引き下げによ

る企業間の価格競争激化等、極めて厳しい経営環境が続きました。 

このような状況におきまして、製造卸売グループでは、ＧＭＳ向けブランドコーナーの拡大、得意先各社のＰＢへ

の取組、成長チャネルである通販、テレビショッピング等の無店舗チャネルへの拡販、ＳＰＡ・専門店向けティーン

ズヤング商品の販路拡大等に取組んでまいりました。また、ＳＰＡグループでは、無店舗チャネル、百貨店ＯＥＭ等

の卸売販売への取り組み、本部経費削減、店舗運営の改善等による事業運営の効率による収益改善に注力してまいり

ました。 

以上の結果、売上高は、352億26百万円（前年同期比12.5％減）となりました。 

これは、製造卸売グループでは、無店舗チャネル向け販売は好調に推移したものの、主販路であるＧＭＳをはじめ

食品スーパー、専門店向け販売が低調であったことに加え、販売先の価格戦略による販売単価の下落が影響しまし

た。またＳＰＡグループでは、百貨店をはじめとした商業施設の店頭市況の冷え込みが影響したことによります。 

営業損益は、16億26百万円の損失（前年同期は27百万円の営業利益）となりました。 

これは、売上総利益が売上高の減少と販売単価の下落により、97億16百万円（前年同期比17.3％減）と落ち込み、

販売費及び一般管理費が113億42百万円（前年同期比3.3％減）となったことなどによります。 

経常損益は、３億３百万円の損失（前年同期は２億45百万円の経常利益）となりました。 

これは、営業外費用が為替差損、支払利息等により50百万円となったものの、営業外収益がデリバティブ解約益12

億22百万円（注）等により13億73百万円となったことによります。 

四半期純損益は５億83百万円の損失（前年同期は１億29百万円の純損失）となりました。 

これは、特別損失が事業整理損失引当金繰入額１億51百万円、減損損失56百万円等を計上したこと等で３億19百万

円となったことによります。 

  

(注)平成21年３月に長期通貨オプション契約等(金融デリバティブ商品)をすべて解約したことにより、上記の解約

益が発生しております。 

この解約により、前期まで四半期毎の評価額の変動に併せて計上しておりました通貨オプション契約残高等の評価

損益(デリバティブ評価損益)による経常利益以下の変動要因は解消しております。 

  

 事業部門別の売上高の状況は、次の通りであります。 

                         (金額単位：百万円） 

  

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

      事 業 区 分  金 額 

       総合チャネル卸売事業 27,435

       ＯＥＭ事業  978

      製造卸売グループ  28,413

      百貨店系ＳＰＡ事業  2,818

       渋谷109系ＳＰＡ事業  4,173

       ＳＰＡグループ  6,991

      グループ合計  35,405

       全体及び調整  △178

      連結売上高  35,226
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（資産） 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、376億26百万円となり、前連結会計年度末に比べ46億11百万円の減少と

なりました。 

流動資産は、231億76百万円となり、前連結会計年度末に比べ47億18百万円の減少となりました。流動資産の減少

の主な要因は、受取手形及び売掛金の減少56億92百万円であります。 

固定資産は、144億50百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億７百万円の増加となりました。固定資産の増加

の主な要因は、投資その他の資産１億42百万円の減少があったものの、のれんの増加２億円、有形固定資産の増加１

億58百万円であります。 

  

（負債） 

当第２四半期連結会計期間末の負債は、178億27百万円となり、前連結会計年度末に比べ37億99百万円の減少とな

りました。 

流動負債は、159億21百万円となり、前連結会計年度末に比べ36億24百万円の減少となりました。流動負債の減少

の主な要因は、支払手形及び買掛金の減少20億17百万円、未払法人税等の減少２億83百万円であります。 

固定負債は、19億５百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億75百万円の減少となりました。固定負債の減少

の主な要因は、長期借入金の減少１億１百万円、役員退職慰労引当金の減少27百万円であります。 

  

（純資産） 

当第２四半期連結会計期間末の純資産は、197億99百万円となり、前連結会計年度末に比べ８億11百万円の減少と

なりました。純資産の減少の主な要因は、利益剰余金の減少７億30百万円であります。 

  

（３）キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期連結累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

14億66百万円増加し、57億64百万円となりました。 

 当第２四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、23億77百万円となりました。これは、仕入債務の減少20億17百万円、税金等調整

前四半期純損失６億22百万円となったものの、売上債権の減少56億93百万円となったこと等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） 

 投資活動の結果使用した資金は、９億71百万円となりました。これは、差入保証金の回収による収入２億59百万円

があったものの、子会社株式の取得による支出６億80百万円、有形固定資産の取得による支出５億15百万円等があっ

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） 

 財務活動の結果得られた資金は、53百万円となりました。これは、配当金の支払額１億46百万円及び長期借入金の

返済による支出１億円等があったものの、短期借入金の純増額３億10百万円があったことによるものであります。 

  

 雇用情勢・所得環境の悪化から経済活動の水準は依然として低く先行きは不透明な状況となっております。消費者

の生活防衛意識も依然強く、節約志向による消費の低迷から、当社の主要取引先であるＧＭＳや百貨店等の衣料販売

は厳しい状況が続くと推測されます。 

 以上のような環境と当社グループの第２四半期累計期間の業績結果から、平成21年３月19日に公表しました平成22

年1月期(平成21年２月1日～平成22年１月31日)通期業績予想(連結・個別)を修正いたします。 

 なお、詳細につきましては、本日（平成21年９月11日）発表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照

ください。  

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
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 該当事項はありません。  

        １．簡便な会計処理 

 ① 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、連結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 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  

     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場合には、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を適用しており、前連結会計年度末以降に経営環境

等、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将

来の業績予想やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法を適用して

おります。 

２．四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

  該当事項はありません。 

  

  

  

① 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。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、月次総平均法による原価法（ただし、季越品につ 

 いては販売可能価額まで評価下げをしております。）によっておりましたが、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日公表分）が適用されたことに

 伴い、月次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。 

  なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

③ リース取引に関する会計基準の適用  

  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日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結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、第１四半期連結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。ただし、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。 

  なお、この変更に伴う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
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年７月31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１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,764 4,298

受取手形及び売掛金 12,562 18,254

商品 3,426 3,829

原材料及び貯蔵品 95 120

その他 1,347 1,401

貸倒引当金 △19 △8

流動資産合計 23,176 27,894

固定資産   

有形固定資産 6,309 6,151

無形固定資産   

のれん 983 783

その他 1,360 1,469

無形固定資産合計 2,343 2,252

投資その他の資産 5,797 5,939

固定資産合計 14,450 14,343

資産合計 37,626 42,237

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 10,573 12,590

短期借入金 2,575 2,265

1年内返済予定の長期借入金 201 201

未払法人税等 31 314

賞与引当金 155 137

返品調整引当金 55 80

ポイント引当金 67 69

事業整理損失引当金 151 －

その他 2,109 3,886

流動負債合計 15,921 19,545

固定負債   

長期借入金 185 286

退職給付引当金 1,263 1,256

役員退職慰労引当金 298 325

その他 158 212

固定負債合計 1,905 2,080

負債合計 17,827 21,626
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年７月31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１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,944 1,944

資本剰余金 2,007 2,007

利益剰余金 15,951 16,681

自己株式 △531 △523

株主資本合計 19,370 20,109

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 278 150

繰延ヘッジ損益 △41 △131

為替換算調整勘定 △6 △17

評価・換算差額等合計 230 1

少数株主持分 198 500

純資産合計 19,799 20,610

負債純資産合計 37,626 42,237
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31日) 

売上高 35,226

売上原価 25,535

売上総利益 9,691

返品調整引当金戻入額 80

返品調整引当金繰入額 55

差引売上総利益 9,716

販売費及び一般管理費 11,342

営業損失（△） △1,626

営業外収益  

受取利息 12

受取配当金 43

デリバティブ解約益 1,222

その他 94

営業外収益合計 1,373

営業外費用  

支払利息 19

為替差損 20

その他 10

営業外費用合計 50

経常損失（△） △303

特別利益  

償却債権取立益 0

特別利益合計 0

特別損失  

固定資産売却損 3

減損損失 56

事業整理損失引当金繰入額 151

その他 108

特別損失合計 319

税金等調整前四半期純損失（△） △622

法人税、住民税及び事業税 38

法人税等調整額 △61

法人税等合計 △23

少数株主損失（△） △16

四半期純損失（△） △583
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年７月31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（△） △622

減価償却費 408

減損損失 56

のれん償却額 193

賞与引当金の増減額（△は減少） 17

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 151

受取利息及び受取配当金 △56

支払利息 19

デリバティブ解約益 △1,222

売上債権の増減額（△は増加） 5,693

たな卸資産の増減額（△は増加） 427

仕入債務の増減額（△は減少） △2,017

その他 △881

小計 2,166

利息及び配当金の受取額 56

利息の支払額 △19

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △315

デリバティブ解約による収入 494

その他の支出 △4

営業活動によるキャッシュ・フロー 2,377

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 △515

差入保証金の差入による支出 △41

差入保証金の回収による収入 259

子会社株式の取得による支出 △680

その他 5

投資活動によるキャッシュ・フロー △971

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） 310

長期借入金の返済による支出 △100

自己株式の取得による支出 △8

配当金の支払額 △146

財務活動によるキャッシュ・フロー 53

現金及び現金同等物に係る換算差額 5

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,466

現金及び現金同等物の期首残高 4,298

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,764
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 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。 

  

 当第２四半期連結累計期間（平成21年２月１日～７月31日）  

 当社及び連結子会社は、衣料品事業のみを営み単一セグメントのため、該当事項はありません。  

  

 当第２四半期連結累計期間（平成21年２月１日～７月31日）  

 本邦の売上高の金額は、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

情報の記載を省略しております。  

  

 当第２四半期連結累計期間（平成21年２月１日～７月31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。 

  

（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
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）（要約）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日） 

  金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  40,298

Ⅱ 売上原価  28,548

売上総利益  11,750

返品調整引当金戻入額   78

返品調整引当金繰入額   67

差引売上総利益   11,761

Ⅲ 販売費及び一般管理費  11,733

営業利益  27

Ⅳ 営業外収益  282

Ⅴ 営業外費用  64

経常利益  245

Ⅵ 特別利益  5

Ⅶ 特別損失  179

税金等調整前中間純利益  71

法人税、住民税及び事業税  26

法人税等調整額  △49

少数株主損失  △34

中間純利益  129
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（２）（要約）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間 

（自 平成20年２月１日 
至 平成20年７月31日） 

区分  金額（百万円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前中間純利益  71

減価償却費  340

減損損失  67

のれん償却  174

賞与引当金の増減額 （△は減少）  48

受取利息及び受取配当金  △60

支払利息  24

デリバティブ評価損益（△は差益）  29

売上債権の増減額（△は増加）  2,978

棚卸資産の増減額（△は増加）  331

仕入債務の増減額（△は減少）  △1,873

未払金の増減額（△は減少）  △394

その他  △185

小計              1,553

利息及び配当金の受取額  59

利息の支払額  △24

法人税等の還付額   28

法人税等の支払額  △99

その他  △0

営業活動によるキャッシュ・フロー  1,517

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出  △100

有形固定資産の取得による支出  △206

無形固定資産の取得による支出  △434

投資有価証券の取得による支出  △110

保証金の差入による支出  △97

保証金の返還による収入  83

その他  △32

投資活動によるキャッシュ・フロー  △896

Ⅲ 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）  360

長期借入金の返済による支出  △100

自己株式の取得による支出  △31

配当金の支払額  △154

財務活動によるキャッシュ・フロー  73

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  694

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  6,791

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  7,486
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前中間連結会計期間（自 平成20年２月１日 至 平成20年７月31日） 

当社及び連結子会社は、衣料品事業のみを営む単一セグメントのため、該当事項はありません。  

  

前中間連結会計期間（自 平成20年２月１日 至 平成20年７月31日） 

本邦の売上高の金額は、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

情報の記載を省略しております。  

  

前中間連結会計期間（自 平成20年２月１日 至 平成20年７月31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。 

 なお、第２四半期決算説明会資料を別途に開示しております。  

  

（３）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．その他の情報
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