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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年9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2四半期 18,189 0.6 747 △24.6 727 △25.7 354 △27.8

21年3月期第2四半期 18,085 ― 991 ― 978 ― 491 ―

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2四半期 18.87 ―

21年3月期第2四半期 25.38 ―

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2四半期 21,888 13,472 61.3 714.32
21年3月期 21,739 13,363 61.2 708.47

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  13,420百万円 21年3月期  13,310百万円

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3月期 ― ― ― 13.00 13.00

22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 13.00 13.00

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  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 37,142 1.3 1,953 2.2 1,931 3.5 916 4.9 48.78

―　1　―



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  

(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 

上記の業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異
なる場合があります。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 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2四半期 19,906,600株 21年3月期  19,906,600株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  1,119,456株 21年3月期  1,119,456株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 18,787,144株 21年3月期第2四半期 19,353,621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におけるわが国の経済は、世界的な景気後退の中で、企業収益が低迷し、

雇用情勢や所得環境も悪化するなど、厳しい状況で推移いたしました。 

流通業界におきましても、消費者の生活防衛意識の高まりによる低価格志向や目的買いが顕著とな

り、非常に厳しい状態が続きました。 

このような状況下で、当社グループは、小売部門につきましては、積極的に21店舗の新規出店を行

なうとともに、不採算店等11店舗の退店を行ない、当第２四半期連結累計期間末の店舗数は505店舗

となり、前年同期間末比23店舗増となりました。しかしながら、個人消費不振に加えて新型インフル

エンザや冷夏・長雨の影響を受け、既存店売上高は前年同期比92.4%に止まり、売上高はほぼ前年同

期並みとなりました。品種別では、インポートバッグが低価格帯のブランドを中心に非常に好調に推

移し、また、ハンドバッグも低価格帯の商品が好調に推移したため、それぞれ売上を伸長しましたが、

カジュアルバッグは売上が大幅に低下しました。卸売部門につきましては、取引先の減少等により、

売上高が低下しました。さらに、既存店の売上高減少が大きかったため、販売費及び一般管理費率が

上昇し、営業利益、経常利益がそれぞれ減少しました。 

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は18,189百万円（前年同期比0.6％増）、営業

利益は747百万円（前年同期比24.6％減）、経常利益は727百万円（前年同期比25.7％減）、四半期純

利益は354百万円（前年同期比27.8％減）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

[財政状態の分析] 

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、売上債権や商品及び製品等の減少があったものの、現

金及び預金の増加等により、前連結会計年度末に比べて149百万円増加の21,888百万円となりまし

た。 

負債につきましては、未払法人税等の減少等があったものの、リース債務の増加等により、前連

結会計年度末に比べて40百万円増加の8,416百万円となりました。 

また、純資産につきましては、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末に比べて109百万

円の増加の13,472百万円となりました。 

 

[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（以下、「資金」という。）は、当第

１四半期連結会計期間末と比べて803百万円増加の1,543百万円（尚、前連結会計年度末と比べては、

868百万円の増加）となりました。 

当四半期連結会計期間に係る区分ごとのキャッシュ・フローの状況は以下のとおりであります。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結会計期間における営業活動による資金は、税金等調整前四半期純利益の計上

やたな卸資産の減少等により、トータルでは1,522百万円の増加となりました（尚、当第２四半

期連結累計期間では1,491百万円の増加）。また、前年同四半期連結会計期間と比べては、主と

してたな卸資産の減少や仕入債務の増加等により621百万円の資金の増加となっております。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結会計期間における投資活動による資金は、新規出店及び改装に伴う設備投資

等により、79百万円の減少となりました（尚、当第２四半期連結累計期間では、216百万円の減

少）。また、前年同四半期連結会計期間と比べては、51百万円の増加となっております。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当第２四半期連結会計期間における財務活動による資金は、主として社債の償還等により、ト

ータルでは639百万円の減少となりました（尚、当第２四半期連結累計期間では、407百万円の減
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少）。また、前年同四半期連結会計期間は、主として短期借入金の減少等により476百万円の資

金の減少でありましたので、これと比べると162百万円の減少となっております。 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しにつきましては、流通業界を取り巻く環境はまだまだ厳しい状況が続くものと思われ

ますが、当社グループは、既存店売上の底上げを図るとともに、商品粗利益率の向上と諸経費の節減

に努め、業績予想数値の達成を図ってまいります。 

現時点では、当期の連結業績予想につきましては平成21年7月30日に発表しました連結業績予想を

変更しておりません。 

 

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） 

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 

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 

該当事項はありません。 
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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９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 1,571,665 703,420

受取手形及び売掛金 2,211,245 2,528,229

商品及び製品 7,373,611 7,767,244

原材料及び貯蔵品 39,242 46,366

繰延税金資産 174,907 186,593

その他 283,685 242,885

貸倒引当金 － △2,345

流動資産合計 11,654,358 11,472,394

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,141,465 1,124,284

土地 671,315 671,315

リース資産（純額） 886,440 861,007

その他（純額） 438,396 515,061

有形固定資産合計 3,137,618 3,171,669

無形固定資産   

リース資産 13,758 19,655

その他 90,940 95,680

無形固定資産合計 104,699 115,335

投資その他の資産   

投資有価証券 35,741 36,440

長期貸付金 － 5,680

繰延税金資産 302,136 281,656

敷金及び保証金 6,339,519 6,352,110

その他 314,832 309,431

貸倒引当金 － △5,680

投資その他の資産合計 6,992,230 6,979,640

固定資産合計 10,234,548 10,266,645

資産合計 21,888,906 21,739,040
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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９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 3,192,084 3,166,302

1年内償還予定の社債 500,000 1,025,000

リース債務 331,526 322,055

未払法人税等 438,561 451,771

賞与引当金 254,911 264,223

役員賞与引当金 10,800 20,400

その他 1,141,566 1,140,482

流動負債合計 5,869,450 6,390,235

固定負債   

社債 1,000,000 500,000

リース債務 665,105 640,114

退職給付引当金 377,023 346,635

役員退職慰労引当金 108,991 116,881

その他 395,560 381,675

固定負債合計 2,546,680 1,985,308

負債合計 8,416,131 8,375,544

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,986,400 2,986,400

資本剰余金 4,185,722 4,185,722

利益剰余金 6,681,164 6,570,887

自己株式 △440,779 △440,779

株主資本合計 13,412,507 13,302,230

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,520 7,935

評価・換算差額等合計 7,520 7,935

新株予約権 52,748 53,330

純資産合計 13,472,775 13,363,496

負債純資産合計 21,888,906 21,739,040
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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)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 18,085,541 18,189,443

売上原価 9,969,848 10,053,822

売上総利益 8,115,693 8,135,621

販売費及び一般管理費 7,124,265 7,387,721

営業利益 991,428 747,899

営業外収益   

受取利息 1,025 218

受取配当金 626 906

受取手数料 1,856 2,128

受取補償金 － 2,100

その他 2,778 8,781

営業外収益合計 6,286 14,134

営業外費用   

支払利息 12,322 21,559

社債発行費 － 8,839

支払保証料 2,673 2,536

その他 3,819 1,783

営業外費用合計 18,815 34,719

経常利益 978,899 727,315

特別利益   

貸倒引当金戻入額 8,000 －

賞与引当金戻入額 59,094 73,689

その他 12,156 15,234

特別利益合計 79,250 88,923

特別損失   

固定資産売却損 3,823 －

固定資産除却損 15,716 7,698

店舗閉鎖損失 7,480 20,122

減損損失 27,788 38,003

その他 － 194

特別損失合計 54,807 66,019

税金等調整前四半期純利益 1,003,341 750,219

法人税、住民税及び事業税 469,311 404,220

法人税等調整額 42,792 △8,510

法人税等合計 512,103 395,709

四半期純利益 491,238 354,510
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９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 1,003,341 750,219

減価償却費 222,157 388,991

減損損失 27,788 38,003

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,085 △8,026

受取利息及び受取配当金 △1,652 △1,125

支払利息 12,322 21,559

売上債権の増減額（△は増加） 512,131 316,983

たな卸資産の増減額（△は増加） △226,359 400,757

仕入債務の増減額（△は減少） △287,794 25,782

賞与引当金の増減額（△は減少） △6,528 △9,312

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △2,632 △7,890

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △10,200 △9,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,655 30,387

固定資産売却損益（△は益） 3,823 －

固定資産除却損 15,716 7,698

社債発行費 － 8,839

未払消費税等の増減額（△は減少） △18,676 31,141

その他 △298,642 △56,170

小計 935,365 1,928,241

利息及び配当金の受取額 1,638 1,125

利息の支払額 △12,353 △20,957

法人税等の支払額 △530,596 △416,463

営業活動によるキャッシュ・フロー 394,054 1,491,946

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形及び無形固定資産の取得による支出 △371,953 △216,700

有形及び無形固定資産の売却による収入 9,702 －

その他 － 100

投資活動によるキャッシュ・フロー △362,250 △216,600

財務活動によるキャッシュ・フロー   

社債の発行による収入 － 491,160

社債の償還による支出 △15,000 △525,000

自己株式の取得による支出 △103,106 －

配当金の支払額 △252,029 △243,185

リース債務の返済による支出 － △170,497

割賦未払金の増加額 113,360 126,513

割賦未払金の減少額 △69,807 △86,091

財務活動によるキャッシュ・フロー △326,583 △407,100

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △294,779 868,244

現金及び現金同等物の期首残高 1,160,338 675,720

現金及び現金同等物の四半期末残高 865,558 1,543,965
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(4) 継続企業の前提に関する事項 

 該当事項はありません。 

 

(5) セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 
事業の種類として「鞄・袋物販売事業」及び「不動産賃貸事業」を行なっておりますが、当第２

四半期連結累計期間における「鞄・袋物販売事業」の売上高及び営業利益は、全セグメントの売上
高及び営業利益の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報
の記載を省略しております。 
 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 
事業の種類として「鞄・袋物販売事業」及び「不動産賃貸事業」を行なっておりますが、当第２

四半期連結累計期間における「鞄・袋物販売事業」の売上高及び営業利益は、全セグメントの売上
高及び営業利益の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報
の記載を省略しております。 
 

【所在地別セグメント情報】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 
 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 
本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 
該当事項はありません。 

 

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21年９月30日） 
該当事項はありません。 

 

(6) 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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