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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 17,309 △19.0 380 763.8 396 ― 401 ―

21年3月期第2四半期 21,371 ― 44 ― 20 ― △365 ―

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 8.84 ―

21年3月期第2四半期 △7.60 ―

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 51,565 20,428 38.9 443.56
21年3月期 51,384 19,693 37.6 402.21

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  20,077百万円 21年3月期  19,343百万円

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 ― ― ― 12.50 12.50

22年3月期 ― ―

22年3月期 
（予想）

― 12.50 12.50

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  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 38,000 △11.3 1,200 74.1 1,200 76.4 800 ― 17.67
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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）  有  

[(注）詳細は、7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) 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、7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） 

(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、現時点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、様々な要因により予想数値と異なる結果となる可能
性があります。 
なお、今回の業績予想修正の詳細につきましては、6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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 (株)サン プロシード ）

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 60,000,000株 21年3月期  60,000,000株

② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期 14,736,462株 21年3月期  11,907,048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 45,405,081株 21年3月期第2四半期 48,093,598株
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（参考）個別業績予想 

平成 22 年３月期の個別業績予想（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） 

 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 10,000 △56.2 900 △36.6 1,050 △36.1 700 △24.0 15   46 
（注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 ： 有 
 
 

 

※ 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、現時点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、様々な

要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

なお、今回の業績予想修正の詳細につきましては、６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。 
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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４月１日から平成２１年９月３０日まで）におけるわが国経済は、

景気の一部に持ち直しの動きが見られるものの、企業収益は減少し、失業率が高水準を示すなど全体的には

低調に推移いたしました。 

当社グループを取り巻く環境におきましても、雇用情勢と所得環境の悪化、さらには天候不順などの影響に

より、主力販売先である百貨店の売上が高額商品を中心に低迷するなど依然として厳しい状況が続きました。 

このような経営環境のなか、当社グループは「選択と集中」による「利益重視」の経営を志向し、効率的な

事業展開を推進するため、徹底した在庫管理、諸経費のさらなる削減に鋭意取り組んでまいりました。 

以上の結果、当第２四半期における連結業績は、売上高は前年同期比１９.０％減の１７,３０９百万円とな

りましたが、営業利益は前年同期と比して３３６百万円改善の３８０百万円、経常利益は前年同期と比して 

３７６百万円改善の３９６百万円、四半期純利益は前年同期と比して７６６百万円改善の４０１百万円となり

ました。 

 

なお、事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。 

 

ファッション関連事業 

   当事業では、基幹ブランド「ダックス」の歴史を披露しブランド価値の再認識と向上を図るため、「ダック

ス」創業１１５周年記念行事の一環としてアーカイブ展示会やファッションショーを開催いたしました。当

社および英国ダックス社をはじめグループ各社が協力し、国内のみならずダックスブランドの世界戦略をさ

らに推進するため、積極的な施策を展開してまいりました。 

  「ダックス」の婦人服の国内販売におきましては、事業展開の効率化を図るため前期までに絞り込んだ売

場を中心に適時納品を心がけるとともに、売場でのキャンペーンなどの催事を企画、実施するなど販売促進

にも注力いたしました。 

  また「ダックス」の台湾、中国での販売におきましては、台湾では堅実な販売を継続、中国では積極的な

多店舗展開も軌道に乗り順調に売上を拡大いたしました。 

  英国ダックス社は、収益構造の改善も順調に推移し利益面では貢献する結果となりました。 

その結果、当事業全体の売上高は前年同期比１８.９％減の８,０９２百万円となりましたが、営業利益は

前年同期に比して２７８百万円改善の１０４百万円となりました。 

 

繊維関連事業 

   当事業では、アパレル会社向け商品のＯＥＭを中心事業といたしておりますが、百貨店アパレルの業績が

特に低迷するなど厳しい環境が続いております。昨年、会社分割により分離独立した三共生興アパレルファ

ッション株式会社は、厳しい価格競争に対応するため、コスト低減のため合理的な生産体制の確立を図ると

ともに、あらゆる経費の削減を図ってまいりました。また、消費者ニーズの多様化に対応するため、テレビ

ショッピングや通販など新しい販売チャネルの開拓にも積極的に取り組んでまいりました。 

  経費の削減、在庫内容の改善には一応の成果を残すことはできましたが、主力取引先の業績不振とも相俟

って業績は厳しい結果となりました。 

  その結果、当事業全体の売上高は前年同期比２８.４％減の４,４１８百万円、営業損失は前年同期に比し

て６４百万円改善の２４百万円となりました。 
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生活関連事業 

   当事業では、「ダックス」のタオルなどのリビング商品の販売におきましては、ギフトを中心に全般的な市

場の不振の影響もあり、売上、利益ともに苦戦いたしました。「ニナ・リッチ」や「ＤＫＮＹ」などの差別化

商品の企画、売場の構築にも注力しておりますが、まだ業績に貢献するまでには至っておりません。また、

パジャマなどのブランド商品のＯＥＭにおきましては、厳しい競争が激化するなか減収となりましたが在庫

内容の改善等により利益面では健闘いたしました。一方、健康志向の影響もあり、安心して眠れる枕を追及

する「ロフテー枕工房」はメディア効果もあり比較的堅調に推移いたしました。 

  その結果、当事業全体の売上高は前年同期比１０.６％減の４,１７０百万円、営業利益は１７.０％減の 

１１７百万円となりました。 

 

不動産賃貸事業 

   東京・大阪・神戸に立地する当社グループ保有の賃貸用ビルを活用した不動産賃貸事業は、おおむね順調

に推移いたしました。 

   その結果、当事業全体の売上高は前年同期比２.１％増の１,２５９百万円、営業利益は１.２％増の     

５２７百万円となりました。 

 

その他の事業 

  当事業の物流倉庫業、ビルメンテナンス業、内装工事業等におきましては、売上高は前年同期比２.１％増

の７０８百万円、営業損失は１０百万円となりました。 

 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

   当第２四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べて１,３５９百万円（６.９％）減少

し、１８,２６６百万円となりました。これは現金及び預金が７８４百万円減少、受取手形及び売掛金が   

７１８百万円減少したことなどによるものであります。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて１,５４０百万円（４.９％）増加し、３３,２９８百万円となりま

した。これは投資有価証券が９７４百万円増加、また、ポンド高の関係で商標権が円換算上で８８５百万円

増加したことなどによるものであります。 

この結果、総資産は前連結会計年度末に比べて１８１百万円（０.４％）増加し、５１,５６５百万円とな

りました。 

 

（負債） 

   当第２四半期連結会計期間末の流動負債は、前連結会計年度末に比べて８６５百万円（３.５％）減少し、

２３,８２９百万円となりました。これは短期借入金が４０５百万円減少、未払費用が１７５百万円減少、支

払手形及び買掛金が１４８百万円減少したことなどによるものであります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて３１１百万円（４.４％）増加し、７,３０７百万円となりました。

これは繰延税金負債が５７８百万円増加した一方で、長期借入金が１８０百万円減少したことなどによるも

のであります。 

この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べて５５４百万円（１.７％）減少し、３１,１３７百万円と

なりました。 
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（純資産） 

   当第２四半期連結会計期間末の純資産合計は、前連結会計年度末に比べて７３５百万円（３.７％）増加し、

２０,４２８百万円となりました。これは純資産の控除項目である為替換算調整勘定が１,０１６百万円減少、

その他有価証券評価差額金が６４４百万円増加した一方で、自己株式の取得による減少が８１２百万円、ま

た、四半期純利益（累計）の計上が４０１百万円あったものの剰余金の配当が６０１百万円あったことによ

り利益剰余金が減少したことなどによるものであります。 

 

 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

平成 21 年７月 30 日の第１四半期決算発表時に公表いたしました、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）及び平成 21 年５月 15 日の決算発表時に公表いたしました、平成 22 年

３月期の個別業績予想（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日）を下記のとおり修正しております。 

 

(1) 平成 22 年３月期の通期連結業績予想数値の修正 

（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

 
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 

前回(７月30日)発表予想(Ａ) 
百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭

40,000 950 1,050 700 15   46 

今回発表予想(Ｂ) 38,000 1,200 1,200 800 17   67 

増減額(Ｂ－Ａ) △2,000 250 150 100 ― 

増減率(％) △5.0 26.3 14.3 14.3 ― 

(ご参考)前期実績 
(平成 21 年３月期) 42,825 689 680 △522 △10   86 

 

(2) 平成 22 年３月期の通期個別業績予想数値の修正 

（平成 21 年４月１日～平成 22 年３月 31 日） 

 
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 

前回(５月15日)発表予想(Ａ) 
百万円 百万円 百万円 百万円 円  銭

10,000 900 1,150 700 14   56 

今回発表予想(Ｂ) 10,000 900 1,050 700 15   46 

増減額(Ｂ－Ａ) ― ― △100 ― ― 

増減率(％) ― ― △8.7 ― ― 

(ご参考)前期実績 
(平成 21 年３月期) 22,846 1,419 1,644 920 19   14 

 

（修正理由） 

 連結 

  通期の見通しにつきましては、株式相場、個人消費の低迷など、景気の先行きは依然不透明な状況が続く

ものと思われ、前向きな売上は期待できなく、特に百貨店アパレルへの販売不振により売上面では通期予想

は下方修正となりますが、経費の削減、在庫の圧縮や売上総利益率の改善に努め、営業利益以下の利益面に

おきましては上方修正するものであります。 
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個別 

  通期の見通しにつきましては、中国市場では現地通貨ベースで売上増を期待できますが、円高による為替

の影響で、売上高や利益面の目減りが予想されますので、売上高、営業利益は従来予想どおりを見込み、経

常利益につきましては、円高による為替差損を見込み下方修正いたしております。なお当期純利益につきま

しては特損、特益の関係もあり、従来どおりの予想を見込んでおります。 

 

 

４．その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結の範囲の変更を伴う特定子会社の異動） 

（主要な関係会社の異動） 

連結除外：㈱サン プロシード 

前期末において当社の連結子会社であった㈱サン プロシードは、平成 21 年４月 1日付で当社の連結子

会社である三共生興ファッションサービス㈱に吸収合併され、消滅いたしました。 

 

(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 

㋑  棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末における棚卸資産の評価に関しては、収益性の低下が明らかなものにつ

いては正味売却価額を見積り、棚卸資産より一括して控除する方法によっております。 

 

㋺  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  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 

該当事項はありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 7 -



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 5,673 6,457

受取手形及び売掛金 6,961 7,679

商品及び製品 4,982 4,609

仕掛品 9 28

原材料及び貯蔵品 186 301

その他 480 576

貸倒引当金 △27 △26

流動資産合計 18,266 19,625

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,274 10,530

土地 3,945 3,945

その他（純額） 886 841

有形固定資産合計 15,106 15,317

無形固定資産   

商標権 4,573 3,688

のれん 32 65

その他 89 112

無形固定資産合計 4,695 3,866

投資その他の資産   

投資有価証券 12,401 11,427

その他 2,041 2,111

貸倒引当金 △947 △964

投資その他の資産合計 13,496 12,574

固定資産合計 33,298 31,758

資産合計 51,565 51,384
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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 5,702 5,850

短期借入金 15,626 16,031

1年内返済予定の長期借入金 359 359

未払法人税等 238 218

未払費用 868 1,043

返品調整引当金 315 369

その他 719 821

流動負債合計 23,829 24,694

固定負債   

長期借入金 1,187 1,367

長期未払金 776 798

繰延税金負債 3,876 3,298

退職給付引当金 567 574

負ののれん 56 112

長期預り金 838 845

その他 4 －

固定負債合計 7,307 6,996

負債合計 31,137 31,691

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,000 3,000

資本剰余金 6,165 6,165

利益剰余金 15,786 15,986

自己株式 △5,234 △4,422

株主資本合計 19,717 20,729

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 3,872 3,228

繰延ヘッジ損益 △22 △108

為替換算調整勘定 △3,490 △4,506

評価・換算差額等合計 359 △1,386

少数株主持分 350 349

純資産合計 20,428 19,693

負債純資産合計 51,565 51,384
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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）

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 21,371 17,309

売上原価 13,354 10,458

売上総利益 8,016 6,850

販売費及び一般管理費 7,972 6,469

営業利益 44 380

営業外収益   

受取利息 50 13

受取配当金 208 128

負ののれん償却額 65 56

その他 75 105

営業外収益合計 399 302

営業外費用   

支払利息 234 111

為替差損 60 92

その他 127 83

営業外費用合計 422 286

経常利益 20 396

特別利益   

固定資産売却益 － 553

賃借権譲渡益 162 －

投資有価証券売却益 12 －

貸倒引当金戻入額 1 19

特別利益合計 177 572

特別損失   

投資有価証券評価損 111 49

減損損失 103 9

その他 － 0

特別損失合計 215 59

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△17 910

法人税、住民税及び事業税 329 317

法人税等調整額 8 182

法人税等合計 338 499

少数株主利益 9 9

四半期純利益又は四半期純損失（△） △365 401
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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）

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△17 910

減価償却費 517 459

返品調整引当金の増減額（△は減少） △81 △54

投資有価証券評価損益（△は益） 111 49

減損損失 103 9

受取利息及び受取配当金 △258 △141

支払利息 234 111

固定資産売却損益（△は益） － △553

売上債権の増減額（△は増加） 54 792

たな卸資産の増減額（△は増加） △424 △222

仕入債務の増減額（△は減少） 748 △177

未払費用の増減額（△は減少） △173 △247

その他 34 166

小計 849 1,102

利息及び配当金の受取額 258 141

利息の支払額 △241 △112

法人税等の支払額 △355 △284

営業活動によるキャッシュ・フロー 511 846

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 △244 △228

有形固定資産の売却による収入 － 568

その他 23 △13

投資活動によるキャッシュ・フロー △220 325

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） 312 △758

長期借入金の返済による支出 △179 △179

配当金の支払額 △603 △565

自己株式の取得による支出 － △812

その他 30 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △439 △2,325

現金及び現金同等物に係る換算差額 13 368

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △135 △783

現金及び現金同等物の期首残高 4,902 6,457

現金及び現金同等物の四半期末残高 4,767 5,673
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三共生興㈱（8018）平成 22 年３月期 第２四半期決算短信 

 

 
 
 (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) 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） 

 
ファッション 
関 連 事 業 
（百万円） 

繊 維
関 連 事 業
（百万円）

生 活
関 連 事 業
（百万円）

不 動 産
賃 貸 事 業
（百万円）

そ の 他
の 事 業
（百万円）

計 
（百万円） 

消 去 又
は 全 社
（百万円）

連 結
（百万円）

売上高         
(1) 外部顧客に対 

する売上高 9,828 5,812 4,636 900 192 21,371 ― 21,371
    

(2) セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

147 359 26 332 501 1,367 (1,367) ―

計 9,975 6,172 4,662 1,232 694 22,738 (1,367) 21,371

営業利益又は 
営業損失(△) △174 △88 140 520 △9 389 (344) 44

 
 
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） 

 
ファッション 
関 連 事 業 
（百万円） 

繊 維
関 連 事 業
（百万円）

生 活
関 連 事 業
（百万円）

不 動 産
賃 貸 事 業
（百万円）

そ の 他
の 事 業
（百万円）

計 
（百万円） 

消 去 又
は 全 社
（百万円）

連 結
（百万円）

売上高         
(1) 外部顧客に対 

する売上高 7,955 4,053 4,152 910 237 17,309 ― 17,309
    

(2) セグメント間 
の内部売上高 
又は振替高 

136 364 18 348 471 1,339 (1,339) ―

計 8,092 4,418 4,170 1,259 708 18,649 (1,339) 17,309

営業利益又は 
営業損失(△) 104 △24 117 527 △10 712 (331) 380
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(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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） 

 
資本金 

（百万円）
資本剰余金
（百万円）

利益剰余金
（百万円）

自己株式 
（百万円）

株主資本 
合計 

（百万円）

前連結会計年度末残高 3,000 6,165 15,986 △4,422 20,729 

当第２四半期連結会計期間末までの
変動額 

     

剰余金の配当   △601  △601 

四半期純利益   401  401 

自己株式の取得 ※    △812 △812 

当第２四半期連結会計期間末までの
変動額合計 

― ― △199 △812 △1,011 

当第２四半期連結会計期間末残高 3,000 6,165 15,786 △5,234 19,717 

※ 平成 20 年４月１日付で当社の連結子会社である三共生興不動産㈱を吸収合併したことに対し、この合併に反

対する株主１名から株式買取請求があり、平成 21 年４月 10 日付で当該株主から 2,829 千株（812 百万円）の

自己株式の取得を行ったものであります。 
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