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1.  平成22年3月期第2四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年9月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 959 △20.2 △48 ― △43 ― △41 ―

21年3月期第2四半期 1,202 ― △38 ― △25 ― △264 ―

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 △2.04 ―

21年3月期第2四半期 △12.93 ―

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 1,271 807 63.6 39.48
21年3月期 1,342 816 60.8 39.89

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  807百万円 21年3月期  816百万円

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 0.00

22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成22年3月期の業績予想（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）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 1,900 △17.6 △113 ― △105 ― △110 ― △5.36



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
「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」 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 20,540,525株 21年3月期  20,540,525株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  76,896株 21年3月期  73,436株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第2四半期 20,464,912株 21年3月期第2四半期 20,472,363株

※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。 
平成21年8月5日に公表いたしました業績予想は修正しております。その具体的内容につきましては、平成21年11月6日に別途開示いたしました「業績予想
の修正に関するお知らせ」をご覧ください。 



 当第２四半期累計期間におけるわが国経済は、一部で景気の下げ止まりが見られるものの、雇用情勢の悪化や所得

環境の深刻化が増すなど、長期にわたり厳しい状況が続いております。 

 当オーダー小売業界におきましても、景気低迷による消費者の生活防衛意識の高まりからくる低価格志向や来店客

数の減少等、依然厳しい状況が続きました。 

 このような状況のなか当社は、極端な景気の回復は見込めないと考え、製造コストの削減による粗利益率の改善及

び全社ベースでの経費管理の徹底による節減を行い効率経営に努めてまいりました。また、売上面では、お客様がお

持ちでない企画商品として「シャツ生地ジャケット」を展開するとともに、レディースオーダースーツの拡販に努

め、新たな販売市場としてネット通販市場にも参入し販売網の拡大に努力してまいりました。 

 以上のような経営施策に取り組んでまいりましたが、個人消費の低迷による来店客数の減少等が如何ともしがた

く、当第２四半期累計期間の売上高は959百万円（前年同四半期比20.2％減）となりました。損益面につきましても

売上高減少の影響が大きく、販売費及び一般管理費を補う粗利益を確保できず、営業損失48百万円（前年同四半期営

業損失38百万円）、経常損失43百万円（前年同四半期経常損失25百万円）、四半期純損失41百万円（前年同四半期純

損失264百万円）となりました。 

  

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

 当第２四半期会計期間末の総資産は、前期末に比べ70百万円減少し1,271百万円となりました。その主な要因は、

預金及び売掛金の減少によるものであります。 

（負債の部）  

 当第２四半期会計期間末の負債合計は、前期末に比べ62百万円減少し463百万円となりました。その主な要因は、

買掛金及び長期預り金の減少によるものであります。 

（純資産の部） 

 当第２四半期会計期間末の純資産合計は、前期末に比べ８百万円減少し807百万円となりました。その主な要因

は、四半期純損失の計上からその他有価証券評価差額金の増加の差引によるものであります。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期会計期間末の現金及び現金同等物は、前期末と比べ40百万円減少し、249百万円となりました。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第２四半期会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、△45百万円となりました。これは主に、税

引前四半期純損失の計上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） 

 当第２四半期会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、８百万円となりました。これは主に、保証

金の返還及び貸付金の回収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） 

 当第２四半期会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、△０百万円となりました。これは主に、リ

ース債務の返済によるものであります。 

  

  

 平成22年３月期の業績予想につきましては、平成21年８月５日に公表いたしました業績予想を修正しております。

詳細につきましては、平成21年11月６日の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報



  

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、当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。  

  

  

該当事項はありません。  

   

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 249,360 289,717

受取手形及び売掛金 94,538 131,687

原材料 8,844 7,914

仕掛品 8,621 5,996

前払費用 20,442 19,406

未収入金 5,573 3,051

その他 11,240 28,020

貸倒引当金 △40,340 △40,640

流動資産合計 358,280 445,154

固定資産   

有形固定資産 15,453 15,487

無形固定資産 2,760 2,487

投資その他の資産   

投資有価証券 510,114 476,541

関係会社株式 35,000 35,000

出資金 121 121

長期貸付金 36,477 39,668

破産更生債権等 50,586 52,702

敷金及び保証金 318,361 332,754

その他 13,714 13,936

貸倒引当金 △69,659 △71,659

投資その他の資産合計 894,714 879,065

固定資産合計 912,928 897,040

資産合計 1,271,209 1,342,194

負債の部   

流動負債   

買掛金 60,093 90,562

未払金 17,104 17,498

未払法人税等 9,583 16,063

未払費用 23,029 25,287

賞与引当金 － 6,500

その他 12,139 19,048

流動負債合計 121,950 174,960

固定負債   

退職給付引当金 178,080 170,373

役員退職慰労引当金 19,630 18,510

長期預り金 139,196 158,390

その他 4,456 3,628

固定負債合計 341,364 350,902

負債合計 463,315 525,863



（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年９月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,027,026 1,027,026

利益剰余金 △179,645 △137,844

自己株式 △7,302 △7,094

株主資本合計 840,078 882,087

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32,184 △65,756

評価・換算差額等合計 △32,184 △65,756

純資産合計 807,894 816,331

負債純資産合計 1,271,209 1,342,194



（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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 1,202,934 959,900

売上原価 588,360 462,819

売上総利益 614,574 497,080

販売費及び一般管理費 652,874 545,638

営業損失（△） △38,300 △48,558

営業外収益   

受取利息 9,837 5,955

為替差益 1,285 －

その他 1,489 2,139

営業外収益合計 12,611 8,094

営業外費用   

支払利息 140 62

為替差損 － 3,020

その他 2 －

営業外費用合計 142 3,083

経常損失（△） △25,831 △43,546

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 6,500

貸倒引当金戻入額 4,581 2,300

特別利益合計 4,581 8,800

特別損失   

投資有価証券評価損 158,308 －

過年度退職給付費用 74,693 －

減損損失 2,217 －

その他 1,283 －

特別損失合計 236,501 －

税引前四半期純損失（△） △257,751 △34,746

法人税、住民税及び事業税 7,054 7,054

法人税等合計 7,054 7,054

四半期純損失（△） △264,806 △41,801



（第２四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

売上高 437,309 355,407

売上原価 214,178 170,635

売上総利益 223,130 184,772

販売費及び一般管理費 321,623 269,873

営業損失（△） △98,493 △85,100

営業外収益   

受取利息 4,900 646

その他 372 555

営業外収益合計 5,273 1,201

営業外費用   

支払利息 14 36

為替差損 1,070 2,188

その他 1 －

営業外費用合計 1,086 2,224

経常損失（△） △94,305 △86,123

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,100 700

特別利益合計 2,100 700

特別損失   

投資有価証券評価損 158,308 －

減損損失 2,217 －

特別損失合計 160,525 －

税引前四半期純損失（△） △252,731 △85,423

法人税、住民税及び事業税 3,527 3,527

法人税等合計 3,527 3,527

四半期純損失（△） △256,258 △88,951



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純損失（△） △257,751 △34,746

減価償却費 4,866 2,376

固定資産除却損 995 －

減損損失 2,217 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,900 △2,300

賞与引当金の増減額（△は減少） － △6,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 84,833 7,706

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,120 1,120

受取利息 △9,837 △5,955

支払利息 140 62

投資有価証券評価損益（△は益） 158,308 －

為替差損益（△は益） △1,285 3,020

売上債権の増減額（△は増加） 39,014 37,149

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,922 △3,554

その他の資産の増減額（△は増加） 3,757 229

仕入債務の増減額（△は減少） △42,773 △30,469

未払消費税等の増減額（△は減少） △7,379 △6,250

その他の負債の増減額（△は減少） △4,437 △13,361

小計 △34,189 △51,473

利息及び配当金の受取額 20,210 20,515

利息の支払額 △94 △62

法人税等の支払額 △14,082 △14,109

営業活動によるキャッシュ・フロー △28,155 △45,130

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 △3,004 △290

無形固定資産の取得による支出 － △395

投資有価証券の取得による支出 △400,000 －

投資有価証券の償還による収入 400,000 －

貸付けによる支出 △2,311 △2,157

貸付金の回収による収入 6,100 5,897

敷金及び保証金の差入による支出 △2,950 －

敷金及び保証金の回収による収入 6,393 5,483

長期前払費用の取得による支出 △1,000 －

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,228 8,538

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 △30,000 －

リース債務の返済による支出 － △536

自己株式の取得による支出 △273 △208

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,273 △744

現金及び現金同等物に係る換算差額 1,285 △3,020

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △53,915 △40,357

現金及び現金同等物の期首残高 264,166 289,717

現金及び現金同等物の四半期末残高 210,250 249,360



 該当事項はありません。 

  

 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）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記


	エフワン㈱（8128）平成22年3月期　第2四半期決算短信（非連結）: エフワン㈱（8128）平成22年3月期　第2四半期決算短信（非連結）
	- 1 -: - 1 -
	- 2 -: - 2 -
	- 3 -: - 3 -
	- 4 -: - 4 -
	- 5 -: - 5 -
	- 6 -: - 6 -
	- 7 -: - 7 -
	- 8 -: - 8 -
	- 9 -: - 9 -
	- 10 -: - 10 -


