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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3月21日～平成21年9月20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 6,363 ― △573 ― △587 ― △774 ―

21年3月期第2四半期 7,327 6.5 △134 ― △133 ― △152 ―

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 △30.57 ―

21年3月期第2四半期 △5.95 ―

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 15,813 8,135 51.5 321.11
21年3月期 15,718 8,858 56.4 349.55

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  8,135百万円 21年3月期  8,858百万円

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 ― 0.00 ― 2.00 2.00

22年3月期 ― 0.00

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年3月21日～平成22年3月20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 13,600 △7.8 △430 ― △470 ― △710 ― △28.02



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 

１．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、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
は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。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等について
は、3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3月期第2四半期 27,670,642株 21年3月期  27,670,642株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  2,333,436株 21年3月期  2,326,888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 25,339,375株 21年3月期第2四半期 25,650,287株



 当第２四半期連結累計期間（平成21年３月21日～平成21年９月20日）におけるわが国経済は、昨秋以来１年に及

ぶ景気の悪化が続く中、輸出や生産の一部に底打ちの兆しが見られますものの、企業業績の回復までにはまだまだ

時間がかかるものと思われ、個人消費に大きな影響を与える雇用環境や所得水準は依然として厳しい状況が続き、

総じて低調に推移いたしました。 

 当アパレル業界におきましても、百貨店をはじめ大型小売店の婦人衣料品売上高が前年を下回る状況がなお続

き、低調な消費マインドと企業間・ブランド間の生き残り競争から厳しい商況が続きました。 

 このような状況の中、当社グループは、お客様一人ひとりのラピーヌ製品に対する信頼度・満足度アップを軸足

とした経営のもと、エンドユーザーに支持され、かつ価値と価格のバランスの取れた魅力的な新商品開発に取り組

むとともに、お得意先小売店を支援する機動的な営業活動を継続し、他方では不採算取引の改善・解消やコスト削

減努力を継続して業績の回復に努めてまいりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、前年同期実績を下回りましたものの、本年８月３日に開示い

たしました計画に近い水準で推移し、売上高は 百万円となりました。また損益面におきましては、売上総利

益率が前年同期に比べ4.3ポイント低下し、販売費及び一般管理費の削減効果がありましたものの、営業損失

百万円、経常損失 百万円となり、四半期純損益は、繰延税金資産の取り崩しを含め、 百万円の純損失と

なりました。  

  

（１）資産、負債、純資産の状況 

 当第２四半期連結会計期間末における資産合計は、 百万円（前連結会計年度末比95百万円増加）、負債

合計は 百万円（前連結会計年度末比8億18百万円増加）となり、純資産合計は 百万円（前連結会計年

度末比7億22百万円減少）となりました。 

  

（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） 

 当第２四半期連結累計期間における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損失が

百万円となり、役員退職慰労引当金の減少1億20百万円などの支出がありましたが、仕入債務の増加5億54百万円、

売上債権の減少2億99百万円などの収入により、 百万円の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得15百万円などの

支出がありましたが、差入保証金の減少による収入1億52百万円、投資有価証券の売却による収入1億19百万円等に

より、 百万円の収入となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済75百万円、配当金

の支払51百万円、社債の償還45百万円などがありましたが、社債の発行による収入5億85百万円により、 百万

円の収入となりました。 

 以上の結果、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9 

億25百万円増加して、 百万円となりました。 

   

 第３四半期以降の景気動向につきましては、当面、個人消費の早期回復が見込めず、厳しい経営環境が続くものと

思われます。 

 当社といたしましては、商品開発と販売体制両面からの市場競争力強化と、利益確保に軸足を置くコスト削減アク

ションを着実に実行し、業績の回復に努めてまいります。 

 通期の業績予想につきましては、平成21年８月３日付の「平成22年３月期第１四半期決算短信」で公表いたしまし

た連結業績予想から変更ありません。 

  

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

63億63

5億73

5億87 7億74

２．連結財政状態に関する定性的情報

158億13

76億77 81億35

5億78

2億59

2億52

4億12

23億91

３．連結業績予想に関する定性的情報



 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

 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。 

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期

連結財務諸表規則を適用しております。 

  

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

棚卸資産 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均法による原価法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）が適用されたことに伴い、主として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。 

これによる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



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20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20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,391,058 1,465,817

受取手形及び売掛金 2,350,677 2,650,090

製品 3,532,545 3,511,832

原材料 51,254 48,405

仕掛品 231,964 243,867

繰延税金資産 225,197 243,041

その他 138,769 142,971

貸倒引当金 △5,030 △10,160

流動資産合計 8,916,437 8,295,867

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,507,925 1,567,921

機械装置及び運搬具（純額） 28,489 33,449

土地 3,341,243 3,341,243

その他（純額） 81,996 96,390

有形固定資産合計 4,959,655 5,039,004

無形固定資産   

のれん 78,941 127,529

その他 21,887 22,377

無形固定資産合計 100,828 149,907

投資その他の資産   

投資有価証券 744,699 724,960

差入保証金 895,003 1,054,081

繰延税金資産 45,020 212,453

その他 248,191 361,556

貸倒引当金 △96,542 △119,802

投資その他の資産合計 1,836,373 2,233,249

固定資産合計 6,896,857 7,422,160

資産合計 15,813,294 15,718,028



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年９月20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20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,556,648 1,001,974

短期借入金 3,170,000 3,170,000

1年内返済予定の長期借入金 101,200 126,200

1年内償還予定の社債 360,000 265,000

未払金 210,050 240,938

未払費用 254,328 263,062

未払法人税等 28,865 25,460

返品調整引当金 240,600 270,600

ポイント引当金 35,295 30,961

その他 124,099 157,957

流動負債合計 6,081,088 5,552,155

固定負債   

社債 980,000 520,000

長期借入金 538,200 588,800

役員退職慰労引当金 72,208 192,298

その他 5,808 5,808

固定負債合計 1,596,216 1,306,906

負債合計 7,677,304 6,859,061

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,354,021 4,354,021

資本剰余金 4,021,571 4,021,571

利益剰余金 172,501 997,696

自己株式 △353,715 △353,146

株主資本合計 8,194,379 9,020,142

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △58,389 △161,176

評価・換算差額等合計 △58,389 △161,176

純資産合計 8,135,989 8,858,966

負債純資産合計 15,813,294 15,718,028



（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21日 
 至 平成21年９月20日) 

売上高 6,363,198

売上原価 3,845,020

売上総利益 2,518,177

販売費及び一般管理費 3,091,624

営業損失（△） △573,447

営業外収益  

受取利息 2,619

受取配当金 8,702

生命保険配当金 12,483

保険解約返戻金 7,185

その他 13,751

営業外収益合計 44,742

営業外費用  

支払利息 39,944

社債発行費 14,599

その他 4,383

営業外費用合計 58,926

経常損失（△） △587,631

特別利益  

固定資産売却益 103

投資有価証券売却益 30,235

貸倒引当金戻入額 555

会員権売却益 110

特別利益合計 31,004

特別損失  

固定資産除売却損 9,870

減損損失 10,390

会員権売却損 1,535

特別損失合計 21,797

税金等調整前四半期純損失（△） △578,423

法人税、住民税及び事業税 10,806

法人税等調整額 185,277

法人税等合計 196,083

四半期純損失（△） △774,507



（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21日 
 至 平成21年９月20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（△） △578,423

減価償却費 85,583

減損損失 10,390

のれん償却額 48,588

固定資産除売却損益（△は益） 9,766

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,840

返品調整引当金の増減額（△は減少） △30,000

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △120,090

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,334

受取利息及び受取配当金 △11,321

支払利息 39,944

社債発行費 14,599

投資有価証券売却損益（△は益） △30,235

会員権売却損益（△は益） 1,425

売上債権の増減額（△は増加） 299,413

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,659

仕入債務の増減額（△は減少） 554,673

未払消費税等の増減額（△は減少） △44,206

その他 70,004

小計 299,947

利息及び配当金の受取額 11,321

利息の支払額 △40,766

法人税等の支払額 △10,794

営業活動によるキャッシュ・フロー 259,707

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 △15,314

有形固定資産の売却による収入 276

無形固定資産の取得による支出 △840

投資有価証券の取得による支出 △6,568

投資有価証券の売却による収入 119,560

会員権の売却による収入 6,174

差入保証金の増減額（△は増加） 152,334

その他 △2,642

投資活動によるキャッシュ・フロー 252,981

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △75,600

社債の発行による収入 585,400

社債の償還による支出 △45,000

自己株式の取得による支出 △568

配当金の支払額 △51,680

財務活動によるキャッシュ・フロー 412,551

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 925,240

現金及び現金同等物の期首残高 1,465,817

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,391,058



 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。 

  

 当社グループは、婦人服製造販売事業以外に事業の種類がないため、記載を省略しております。 

  

 本邦以外の売上高はないため、記載を省略しております。 

  

 海外売上高はないため、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



「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21日 
至 平成20年９月20日） 

区分 金額（千円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高        7,327,753  100.0

Ⅱ 売上原価        4,113,117  56.1

売上総利益        3,214,635  43.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費        3,348,997  45.7

営業損失（△）       △134,361 △1.8

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息・配当金  11,953            

２．仕入割引  9,882            

３．その他  20,274  42,111  0.6

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  38,758            

２．その他  2,144  40,902  0.6

経常損失（△）       △133,152 △1.8

Ⅵ 特別利益                  

１．貸倒引当金戻入額  3,896  3,896  0.0

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除売却損  1,337            

２．投資有価証券評価損  81,583            

３．減損損失  1,356            

４．閉店損失  6,867  91,144  1.2

税金等調整前中間純損失（△）       △220,401 △3.0

法人税、住民税及び事業税  10,470            

法人税等調整額 △78,237 △67,767 △0.9

中間純損失（△）       △152,633 △2.1

        



  

（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21日 
至 平成20年９月20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損失 △220,401

２ 減価償却費  112,099

３ のれん償却額  48,588

４ 固定資産除売却損  1,337

５ 減損損失  1,356

６ 閉店損失  6,867

７ 投資有価証券評価損  81,583

８ 貸倒引当金の減少額 △9,110

９ 返品調整引当金の増加額  14,500

10 役員退職慰労引当金の増加額  5,809

11 ポイント引当金の増加額  13,073

12 受取利息及び受取配当金 △11,953

13 支払利息  38,758

14 売上債権の減少額  148,715

15 棚卸資産の増加額 △561,189

16 仕入債務の増加額  344,252

17 未払消費税等の減少額 △44,622

18 その他 △15,289

小計 △45,625

19 利息及び配当金の受取額  11,953

20 利息の支払額 △34,212

21 法人税等の支払額 △48,421

営業活動によるキャッシュ・フロー △116,305

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 △61,772

２ 無形固定資産の取得による支出  △1,120

３ 投資有価証券の取得による支出 △23,318

４ 差入保証金の純増加額 △12,803

５ その他  4,296

投資活動によるキャッシュ・フロー △94,718

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

１ 長期借入金の返済による支出 △133,000

２ 社債償還による支出 △45,000

３ 配当金の支払額 △153,909

４ 自己株式の取得による支出 △1,285

５ 自己株式の売却による収入  417

財務活動によるキャッシュ・フロー △332,776

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △543,800

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,688,960

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末残高  1,145,159

    



 当社グループは、婦人服製造販売事業以外の開示の対象とするセグメントは10％未満のため、記載を省略して

おります。 

  

 本邦以外の売上高はないため、記載を省略しております。 

  

 海外売上高はないため、記載を省略しております。 

  

（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〕
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