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1.  平成22年2月期第2四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年8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2月期第2四半期 6,440 ― 264 ― 283 ― 120 ―

21年2月期第2四半期 6,410 6.2 510 12.3 531 10.3 264 11.1

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2月期第2四半期 17.76 ―

21年2月期第2四半期 38.87 38.87

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2月期第2四半期 7,489 4,842 64.7 710.91
21年2月期 7,735 4,894 63.3 718.48

（参考） 自己資本   22年2月期第2四半期  4,842百万円 21年2月期  4,894百万円

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

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年2月期 ― ― ― 30.00 30.00
22年2月期 ― ―

22年2月期 
（予想）

― 30.00 30.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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  
 

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 15,149 △1.4 1,180 △35.4 1,220 △34.4 498 △47.6 73.10
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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、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 

（１） 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に対する仮定を前提として作成したものでありま
す。実際の業績等は、今後様々な要因によって、予想値と大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提条件等、業績予想に関する事項に
ついては、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参照して下さい。 
（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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年2月期第2四半期 6,813,880株 21年2月期  6,813,880株

② 期末自己株式数 22年2月期第2四半期  1,735株 21年2月期  1,735株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第2四半期 6,812,145株 21年2月期第2四半期 6,812,145株
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【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 

当第２四半期連結累計期間（平成21年３月１日～平成21年８月31日）の靴下業界におきましては、

中国を始めとする海外からの輸入量は、ここ数年その伸長率に鈍化傾向が表れており、世界景気の長

期低迷を背景に、2009年上半期ベース（１月～６月）では19年ぶりに減少に転じております。国内衣

料品関連の販売状況におきましては、世界同時不況を背景とした国内景気の減速、完全失業率の上昇

に伴う消費者の生活防衛・節約志向による国内消費マインドの低下が重なって、一部景気の持ち直し

の兆しが見られるものの、店頭販売状況は依然、先行き不透明な状況が続いております。 

このような状況の中で当グループは、店頭から生産現場までを結んだ情報システム網を活用し、製

造・販売を一体化した自己完結型の国内生産体制の強みを生かし、目まぐるしく変化する顧客ニーズ

に、機敏かつ柔軟に対応して参りました。 

当第２四半期連結累計期間の春物商戦における３月は、年初からの急速な景気の悪化の影響を受け

て、来店客数が落ち込み、売上高は前年を割り込みましたが、４月中旬以降から、春物・初夏物商品

が動き出し、店頭の動きに明るさが見られるようになりました。また、店頭スタッフ主導の店舗運営

を強化してきたことにより、お客様のニーズを的確につかみ、「トレンカ」「レギンス」「カバーソ

ックス」等の商品が好調に推移致しました。第２四半期連結累計期間の中盤に入ると、これまで広

報・販促活動において積極的に取り組んで参りました各種媒体でのＰＲ活動が奏功し、ブランド認知

度の向上と売上高の増加に繋げることができました。 

当グループの主力部門である靴下屋関連部門では、広報・販促企画部門と連携を密にして、各種フ

ェアや商品の打ち出しを実施し、常に新鮮で魅力のある店頭演出を心掛け、お客様のニーズを的確に

掴むための店舗運営を行って参りました。 

ショセット関連部門では、長期低迷が続く百貨店業界の中にあって、事業基盤の 適化を目指して

ビジネスモデルを見直し、今後の収益基盤の拡大に向けての積極的なスクラップ＆ビルドを推し進め

て参りました。また、紳士靴下業態につきましては、『靴下屋』店舗において、レディースとメンズ

の複合展開に向けた取組みを行っており、今後の成長戦略に向けてのメンズ商品の展開方法を模索し

て参りました。 

その他の部門では、イギリスの販売子会社タビオ・ヨーロッパが、ロンドンにおいて靴下専門店

『タビオ』の直営店を７店舗展開しており、収益の拡大と経営基盤の強化を図って参りました。また、

フランスの販売子会社タビオ・フランスでは、2009年６月に世界のファッショントレンドの発信地で

あるパリにおいて、靴下専門店『タビオ』の直営第１号店を出店し、今後の欧州展開に向けた基盤作

りに注力して参りました。 

出退店状況におきましては、フランチャイズチェーン店３店舗、直営店11店舗の新規出店と、フラ

ンチャイズチェーン店５店舗、直営店12店舗の退店により、当第２四半期連結累計期間末における店

舗数は、フランチャイズチェーン店139店舗、直営店142店舗（海外子会社の８店舗を含む）、合計281

店舗となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は6,440百万円（前年同期比0.5％増）、営業利益

は264百万円（前年同期比48.3％減）、経常利益は283百万円（前年同期比46.7％減）、四半期純利益

は120百万円（前年同期比54.3％減）となりました。 

なお、当グループの売上高は、取扱い商品が防寒という機能を持つ靴下のため、上半期（３月～８

月）に比べ下半期（９月～２月）に販売される割合が大きくなっております。従いまして連結会計年

度の上半期の売上高と下半期の売上高との間には著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的

変動があります。 

 

(注)当連結会計年度より、新たに四半期会計基準等が適用されたことから、前年同四半期とは適用さ

れる会計基準は異なりますが、参考として対前年同四半期増減率を記載しております。 

 

 

2. 連結財政状態に関する定性的情報 

(資産、負債及び純資産の状況) 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、現金及び預金の減少と無形固定資産の増加等によ

り、前連結会計年度末と比べて245百万円減少し、7,489百万円となりました。 

負債については、支払手形及び買掛金、賞与引当金、その他の流動負債の増加と未払法人税等の減

少等により、前連結会計年度末と比べて193百万円減少し、2,647百万円となりました。 
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純資産については、利益剰余金の減少と為替換算調整勘定の増加等により、前連結会計年度末と比

べて51百万円減少し、4,842百万円となりました。 

その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の63.3％から64.7％に増加しました。 

 

(キャッシュ・フローの状況) 

当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて457

百万円減少し、1,974百万円となりました。 

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利益で260百万円、減価償却費で94百

万円、売上債務の減少額で142百万円ありましたが、法人税等の支払額で567百万円あったこと等によ

り、△37百万円となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、その他の収入で115百万円ありましたが、有形固定資産の取

得による支出で129百万円、無形固定資産の取得による支出で150百万円あったこと等により、△193百

万円となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入れによる収入で100百万円ありましたが、長期借入

金の返済による支出で132百万円、配当金の支払額で201百万円あったこと等により、△235百万円とな

りました。 

 

 

3. 連結業績予想に関する定性的情報 

平成22年２月期における通期連結業績予想については、世界的な景気低迷の中、広報・販促活動の

強化と店頭スタッフ主導の店舗運営でお客様のニーズを的確に掴めたことにより、第２四半期連結累

計期間における業績が想定を上回ったことを勘案し、平成21年４月10日に公表しました業績予想を修

正いたしました。詳細につきましては、平成21年10月５日公表の「業績予想の修正に関するお知ら

せ」をご参照下さい。 
 

 

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) 

該当事項はありません。 

 

(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 

①簡便な会計処理 

 重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

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。 

 

(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 

①「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

  当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年

３月14日 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

会計基準委員会 平成19年３月14日 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 

  「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計

基準第９号）を第１四半期連結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。 

  この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総利益、営業利益、経常利益及び税金等

調整前四半期純利益が、それぞれ21,361千円減少しております。 

 

③「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」の適用 

  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
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面の取扱い」（企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を適用してお

ります。 

  これによる四半期連結財務諸表に与える影響は軽微であります。 

 

④「リース取引に関する会計基準」等の適用 

  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こと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方法に準じた

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。 

  この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資産が有形固定資産に15,413千円、リ

ース債務が流動負債に3,335千円、固定負債に12,119千円計上され、損益に与える影響は軽微で

あります。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年８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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,974,248 2,431,822

受取手形及び売掛金 737,761 876,333

商品 587,566 543,234

貯蔵品 1,048 1,440

その他 238,734 266,708

貸倒引当金 △18,090 △32,676

流動資産合計 3,521,268 4,086,863

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 986,800 966,762

土地 1,143,562 1,143,562

その他（純額） 330,368 251,712

有形固定資産合計 2,460,731 2,362,037

無形固定資産 438,913 177,726

投資その他の資産   

差入保証金 910,799 927,221

その他 159,179 182,673

貸倒引当金 △1,020 △1,111

投資その他の資産合計 1,068,958 1,108,784

固定資産合計 3,968,603 3,648,548

資産合計 7,489,872 7,735,411

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 633,194 565,600

短期借入金 58,210 26,382

1年内返済予定の長期借入金 161,700 191,412

未払法人税等 135,519 603,881

賞与引当金 170,615 89,382

役員賞与引当金 － 33,438

その他 576,841 470,991

流動負債合計 1,736,080 1,981,089

固定負債   

長期借入金 343,750 346,791

退職給付引当金 159,019 170,037

その他 408,171 343,078

固定負債合計 910,941 859,907

負債合計 2,647,021 2,840,996
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(単位：千円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年８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２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 414,789 414,789

資本剰余金 92,424 92,424

利益剰余金 4,371,288 4,454,702

自己株式 △922 △922

株主資本合計 4,877,578 4,960,992

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △908 △242

為替換算調整勘定 △33,819 △66,334

評価・換算差額等合計 △34,728 △66,577

純資産合計 4,842,850 4,894,415

負債純資産合計 7,489,872 7,735,411
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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：千円)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 6,440,725

売上原価 2,901,309

売上総利益 3,539,416

販売費及び一般管理費 3,275,101

営業利益 264,314

営業外収益  

受取利息 1,038

仕入割引 17,264

固定資産賃貸料 6,894

その他 8,050

営業外収益合計 33,247

営業外費用  

支払利息 8,476

固定資産賃貸費用 4,603

その他 1,136

営業外費用合計 14,216

経常利益 283,346

特別利益  

貸倒引当金戻入額 14,677

特別利益合計 14,677

特別損失  

固定資産除却損 14,422

リース解約損 9,060

賃貸借契約解約損 3,338

減損損失 10,602

特別損失合計 37,424

税金等調整前四半期純利益 260,599

法人税、住民税及び事業税 122,677

法人税等調整額 16,971

法人税等合計 139,648

四半期純利益 120,950
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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)

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８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利益 260,599

減価償却費 94,993

減損損失 10,602

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,677

賞与引当金の増減額（△は減少） 81,233

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △33,438

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,018

受取利息及び受取配当金 △1,038

支払利息 8,476

固定資産除却損 14,422

売上債権の増減額（△は増加） 142,645

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,771

仕入債務の増減額（△は減少） 62,842

その他の資産の増減額（△は増加） △17,732

その他の負債の増減額（△は減少） 31,596

未払消費税等の増減額（△は減少） △54,129

小計 537,606

利息及び配当金の受取額 1,043

利息の支払額 △9,097

法人税等の支払額 △567,213

営業活動によるキャッシュ・フロー △37,662

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 △129,797

有形固定資産の除却による支出 △6,984

無形固定資産の取得による支出 △150,606

貸付金の回収による収入 7,129

その他の支出 △28,349

その他の収入 115,009

投資活動によるキャッシュ・フロー △193,598

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） 23,558

長期借入れによる収入 100,000

長期借入金の返済による支出 △132,753

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △25,037

配当金の支払額 △201,610

財務活動によるキャッシュ・フロー △235,842

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,529

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △457,573

現金及び現金同等物の期首残高 2,431,822

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,974,248

タビオ㈱　（2668）　平成22年２月期　第２四半期決算短信

－9－



ファイル名:2. 33期2Q短信 連結注記情報.doc 更新日時:2009/09/15 17:44 印刷日時:2009/10/0814:27 

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。 

 

(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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ファイル名:3. 33期2Q短信 参考情報 連結PL.doc 更新日時:2009/10/08 14:15 印刷日時:2009/10/0814:27 

「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

(1) 中間連結損益計算書 

 

 
前中間連結会計期間 

(自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日) 

区分 金額(千円) 
百分比
(％) 

Ⅰ 売上高  6,410,131 100.0

Ⅱ 売上原価  2,886,436 45.0

   売上総利益  3,523,695 55.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,012,743 47.0

   営業利益  510,952 8.0

Ⅳ 営業外収益  

 １ 受取利息 1,804 

 ２ 受取配当金 601 

 ３ 仕入割引 20,490 

 ４ 受取リース料 6,894 

 ５ 保険解約返戻金 11,430 

 ６ その他 3,027 44,249 0.7

Ⅴ 営業外費用  

 １ 支払利息 11,698 

 ２ リース原価 6,397 

 ３ 為替差損 4,086 

 ４ その他 1,213 23,395 0.4

   経常利益  531,805 8.3

Ⅵ 特別利益  

 １ 貸倒引当金戻入益 941 941 0.0

Ⅶ 特別損失  

 １ 固定資産除却損 10,213 

 ２ リース資産解約損 316 

 ３ 退店違約金 7,975 

 ４ 減損損失 26,749 45,254 0.7

   税金等調整前 
   中間純利益  487,492 7.6

   法人税、住民税 
   及び事業税 

234,605 

   法人税等調整額 △11,926 222,679 3.5

   中間純利益  264,813 4.1
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ファイル名:4. 33期2Q短信 参考情報 連結CF.doc 更新日時:2009/10/05 21:05 印刷日時:2009/10/0814:27 

(2) 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３月１日 
至 平成20年８月31日) 

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 
   中間純利益 

487,492

 ２ 減価償却費 80,839

 ３ 減損損失 26,749

 ４ 貸倒引当金の増減額 26,315

 ５ 賞与引当金の増加額 43,662

 ６ 役員賞与引当金の増減額 △33,678

 ７ 退職給付引当金の増加額 6,972

 ８ 受取利息及び配当金 △2,406

 ９ 支払利息 11,698

 10 固定資産除却損 10,213

 11 退店違約金 7,975

 12 売上債権の増減額 △7,076

 13 たな卸資産の増加額 △222,744

 14 仕入債務の増減額 127,700

 15 その他の資産の増加額 △39,420

 16 その他の負債の減少額 △26,768

 17 未払消費税等の増減額 △66,476

小計 431,049

 18 利息及び配当金の受取額 2,337

 19 利息の支払額 △11,467

 20 法人税等の支払額 △536,991

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー 

△115,072
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ファイル名:4. 33期2Q短信 参考情報 連結CF.doc 更新日時:2009/10/05 21:05 印刷日時:2009/10/0814:27 

  

 
前中間連結会計期間 

(自 平成20年３月１日 
至 平成20年８月31日) 

区分 金額(千円) 

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 

△48,901

 ２ 有形固定資産の除却 
   による支出 

△8,913

 ３ 貸付けによる支出 △29,568

 ４ 貸付金の回収による収入 25,788

 ５ その他の投資活動による 
   支出 

△64,008

 ６ その他の投資活動の回収 
   による収入 

97,220

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー 

△28,383

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー 

 １ 短期借入金の純減額 △20,702

 ２ 長期借入れによる収入 50,000

 ３ 長期借入金の返済による 
   支出 

△285,767

 ４ ファイナンス・リース 
   債務の返済による支出 

△3,239

 ５ 配当金の支払額 △202,478

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー 

△462,187

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額 

△5,075

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増減額 

△610,719

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高 

2,198,062

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末残高 

1,587,343
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