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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 4,155 △52.8 △59 ― △42 ― △50 ―
21年3月期第2四半期 8,795 26.1 △5 ― 32 △33.0 186 △82.9

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 △1.09 ―
21年3月期第2四半期 3.79 ―

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 5,957 3,402 57.1 73.88
21年3月期 5,937 3,589 60.5 77.95

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  3,402百万円 21年3月期  3,589百万円

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 ― ― ― 3.00 3.00
22年3月期 ― ―
22年3月期 

（予想）
― 3.00 3.00

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 9,750 △26.2 30 ― 50 ― 35 △85.2 0.87
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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  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） 

(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 
業績予想につきましては、現時点で得られた情報に基づいて算定しております。従って、実際の業績は業況の変化などにより記載の予想とは異なる場合
があります。業績予想に関する事項は、4ページ【定性的情報・財務諸表】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 ―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 有

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 49,280,697株 21年3月期  49,280,697株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  3,235,800株 21年3月期  3,232,976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 46,047,152株 21年3月期第2四半期 49,240,142株
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当第２四半期連結累計期間における我が国経済は、昨秋からの世界的な金融・経済危機による景気低迷が続くな

か、政府の経済対策や生産及び在庫調整の進捗等を背景に一部回復の兆しが見えるものの、企業収益や設備投資など

の改善までには至りませんでした。また、雇用情勢や所得環境なども厳しさを増し、個人消費は弱めの動きとなって

おります。 

当衣料業界におきましても、雇用情勢の改善が見られない中、個人消費が落ち込み婦人衣料品等に対する買い控え

やきもの及び宝飾品等といった嗜好品の販売が減少し、厳しい状況で推移いたしました。 

 このような事業環境のもと、６月に洋装事業を営む丸福商事㈱の全株式を取得、子会社とし増収要因はあったもの

の、昨年11月に子会社㈱HAMANO1880、東京ブラウス㈱、㈱松崎及び松崎生産㈱の株式をすべて譲渡したことによる大

幅な減収及び前年は貸倒引当金戻入益等があったことから減益となりました。このようなことから、当社グループの

当第２四半期連結累計期間は売上高41億55百万円（前年同期比52.8％減）、営業損失は59百万円（前年同期は営業損

失５百万円）、経常損失は42百万円（前年同期は経常利益32百万円）、四半期純損失は50百万円（前年同期は四半期

純利益１億86百万円）となりました。 

事業セグメント別の状況は以下のとおりであります。  

和装事業は、昨年６月に四菱㈱から事業を譲受けたことにより売上高は微増となり、販売費等の削減に努めたこと

から、売上高は９億86百万円（前年同期比0.4％増）、営業利益は７百万円（前年同期は営業損失９百万円）となり

ました。 

 寝装事業は、量販店を中心に売り上げが伸び悩む中、物流コストの改善や賃借料等の固定費を削減いたしました。

この結果、売上高は９億51百万円（前年同期比11.4％減）、営業利益は18百万円（前年同期比37.2％増）となりまし

た。 

 洋装事業は、６月に丸福商事㈱の全株式を取得、子会社とし売上高の増加要因はあったものの、昨年11月に連結子

会社であった東京ブラウス㈱及び東京ブラウス㈱の子会社東京華麗絲有限公司の株式を譲渡したことにより売上高は

大幅な減少となりました。営業利益においては、子会社の株式譲渡により営業損失の解消が図れました。この結果、

売上高は15億62百万円（前年同期比49.0％減）、営業利益は45百万円（前年同期比498.9％増）となりました。 

 宝飾・バッグ事業は、昨年11月に連結子会社であった㈱HAMANO1880、㈱松崎及び松崎生産㈱の株式を譲渡したこと

により売上高は大幅に減少いたしました。この結果、売上高は１億20百万円（前年同期比96.1％減）、営業損失は５

百万円（前年同期は営業利益69百万円）となりました。 

 意匠撚糸事業は、婦人洋品等の製品市場の低迷から、撚糸の需要が大幅に落ち込み売上高は減少いたしましたが、

賃料やシステム費用等の固定費を削減した結果、売上高は５億34百万円（前年同期比8.7％減）、営業損失２百万円

（前年同期は営業損失16百万円）となりました。  

①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資産合計は59億57百万円で前連結会計年度末と比べ20百万円増加しておりま

す。この主な要因は、丸福商事㈱の全株式の取得による増加はあったことによるものであります。 

 流動資産は、49億18百万円（前連結会計年度末は50億21百万円）となり、１億３百万円減少いたしました。これは

主に、丸福商事㈱の取得による増加があったものの、現金及び預金が減少したことによるものであります。 

 固定資産は、10億38百万円（前連結会計年度末は9億15百万円）となり、1億23百万円増加いたしました。これは主

に、丸福商事㈱の取得によるのれんの増加があったことによるものであります。 

  流動負債は、23億42百万円（前連結会計年度末は21億25百万円）となり、２億16百万円増加いたしました。これ

は主に、丸福商事㈱の取得による増加があったことによるものであります。 

  固定負債は、2億13百万円（前連結会計年度末は2億22百万円）となり、８百万円減少いたしました。これは主

に、繰延税金負債の増加はあったものの、長期未払金の減少があったことによるものであります。 

 純資産は、34億２百万円（前連結会計年度末35億89百万円）となり、1億87百万円減少いたしました。これは主

に、当期純損失及び剰余金の配当1億38百万円があったことによるものであります。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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②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、前連結会計年度末に比

べ２百万円増加の３億16百万円となっております。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果減少した資金は、26百万円（前年同四半期は81百万円の増加）となりました。 

 これは主に、売上債権及たな卸資産の減少があったものの、税金等調整前四半期純損失及び仕入債務の減少があ

ったこと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） 

 投資活動の結果増加した資金は、１億51百万円（前年同四半期は２億72百万円の減少）となりました。 

 これは主に、貸付金の発生及び子会社取得による支出はあったものの、定期預金の払戻による収入及び貸付金の

回収があったこと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） 

 財務活動の結果減少した資金は、１億22百万円（前年同四半期は２億64百万円の減少）となりました。 

 これは主に、配当金の支払いによるものであります。 

  

 第２四半期以降におけるわが国経済は、景気の先行きは依然として不透明であり、当社及びグループ企業を取 

り巻く事業環境も引き続き厳しい状況であることが予想されます。 

 このような事業環境のもと、平成22年３月期連結業績予想につきましては、平成21年11月９日に公表いたしました

「業績予想の修正に関するお知らせ」に記載したとおりであります。  

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき当社で判断した 

ものであり、実際の業績は今後様々な要因によって予想値と異なる場合があります。 

  

該当事項はありません。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

（四半期連結キャッシュ・フロー計算書）  

 前第２四半期連結累計期間において、区分掲記しておりました「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「未

収入金の増減額」は、重要性がなくなったため、当第２四半期連結累計期間では、「営業活動によるキャッシ

ュ・フロー」の「その他」に含めて表示しております、なお、当第２四半期連結累計期間の「営業活動によるキ

ャッシュ・フロー」の「その他」に含まれる「未収入金の増減額」は△12百万円であります。  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

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
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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 316,179 813,649

受取手形及び売掛金 1,975,936 1,785,942

商品及び製品 1,604,554 1,480,372

仕掛品 34,465 32,082

原材料及び貯蔵品 99,847 108,209

前払費用 51,642 52,302

短期貸付金 855,880 706,781

未収入金 45,906 58,568

預け金 22,926 29,977

その他 9,122 10,085

貸倒引当金 △97,985 △56,325

流動資産合計 4,918,477 5,021,646

固定資産   

有形固定資産   

有形固定資産 474,421 469,769

無形固定資産   

のれん 144,008 －

その他 20,270 19,155

無形固定資産合計 164,279 19,155

投資その他の資産   

投資有価証券 73,135 55,533

長期貸付金 78,220 165,816

破産更生債権等 417,967 404,381

長期前払費用 14,256 18,113

その他 317,257 261,234

貸倒引当金 △500,631 △478,402

投資その他の資産合計 400,206 426,675

固定資産合計 1,038,907 915,600

資産合計 5,957,385 5,937,247
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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 1,965,502 1,897,633

短期借入金 132,000 －

未払法人税等 12,510 21,750

未払消費税等 23,788 11,072

賞与引当金 6,000 8,500

返品調整引当金 16,850 17,413

その他 185,449 169,453

流動負債合計 2,342,100 2,125,824

固定負債   

長期未払金 208,504 221,619

繰延税金負債 4,423 －

その他 332 454

固定負債合計 213,260 222,074

負債合計 2,555,361 2,347,898

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,975,070 1,975,070

資本剰余金 273,664 273,664

利益剰余金 1,325,145 1,513,516

自己株式 △181,475 △181,335

株主資本合計 3,392,403 3,580,915

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 7,717 7,711

為替換算調整勘定 1,902 720

評価・換算差額等合計 9,620 8,432

純資産合計 3,402,023 3,589,348

負債純資産合計 5,957,385 5,937,247
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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 8,795,747 4,155,001

売上原価 5,240,739 2,751,494

売上総利益 3,555,007 1,403,506

販売費及び一般管理費 3,560,220 1,462,809

営業損失（△） △5,212 △59,302

営業外収益   

受取利息 6,885 11,921

受取配当金 1,454 874

負ののれん償却額 21,630 －

その他 25,180 12,801

営業外収益合計 55,151 25,598

営業外費用   

支払利息 10,694 2,565

その他 6,439 5,781

営業外費用合計 17,133 8,347

経常利益又は経常損失（△） 32,805 △42,051

特別利益   

貸倒引当金戻入額 66,750 1,593

固定資産売却益 29 －

債務免除益 58,653 －

受取立退料 80,591 －

その他 422 －

特別利益合計 206,448 1,593

特別損失   

固定資産除却損 2,684 －

投資有価証券評価損 142 1,156

貸倒損失 21,122 －

その他 1,505 0

特別損失合計 25,453 1,157

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（△）

213,799 △41,615

法人税、住民税及び事業税 29,802 8,613

法人税等調整額 3,921 －

法人税等合計 33,724 8,613

少数株主損失（△） △6,304 －

四半期純利益又は四半期純損失（△） 186,380 △50,228
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

213,799 △41,615

減価償却費 29,067 6,559

のれん償却額 1,307 7,579

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,526,616 △24,389

賞与引当金の増減額（△は減少） △13,970 △2,500

返品調整引当金の増減額（△は減少） 14,767 △4,763

退職給付引当金の増減額（△は減少） △21,431 －

受取利息及び受取配当金 △8,340 △12,796

支払利息 10,694 968

債務免除益 △58,653 －

有形固定資産売却損益（△は益） △29 －

有形固定資産除却損 2,684 －

投資有価証券評価損益（△は益） 142 1,156

貸倒損失 21,122 －

売上債権の増減額（△は増加） 787,894 290,832

たな卸資産の増減額（△は増加） △147,528 46,514

未収入金の増減額（△は増加） 916,263 －

仕入債務の増減額（△は減少） △308,090 △286,373

その他 231,396 △1,597

小計 144,478 △20,425

利息及び配当金の受取額 8,874 10,935

利息の支払額 △10,840 △1,752

法人税等の支払額 △60,817 △15,295

営業活動によるキャッシュ・フロー 81,695 △26,537

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 500,000

有形固定資産の取得による支出 △23,949 －

有形固定資産の売却による収入 30 －

無形固定資産の取得による支出 － △3,460

投資有価証券の取得による支出 △2,350 △1,746

投資有価証券の売却による収入 － 13

事業譲受による支出 △260,824 △37,326

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △165,174

貸付けによる支出 △9,505 △500,088

貸付金の回収による収入 30,597 354,584

敷金の差入による支出 △8,368 △1,000

敷金の回収による収入 1,583 5,280

投資活動によるキャッシュ・フロー △272,787 151,081
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（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) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 13,000

短期借入金の返済による支出 △37,000 －

長期借入金の返済による支出 △50,000 －

社債の償還による支出 △30,000 －

リース債務の返済による支出 △1,252 －

自己株式の取得による支出 △366 △156

自己株式の処分による収入 6 16

配当金の支払額 △146,012 △135,228

財務活動によるキャッシュ・フロー △264,625 △122,368

現金及び現金同等物に係る換算差額 △67 354

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △455,785 2,529

現金及び現金同等物の期首残高 803,955 313,649

現金及び現金同等物の四半期末残高 348,169 316,179
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 該当事項はありません。 

  

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） 

 （注）１．事業区分の方法 

      事業は、商品の種類で区分しております。 

２．各区分に属する主要な商品 

  

（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〕

  
和装事業 
（千円） 

寝装事業 
（千円） 

洋装事業 

(千円）  

宝飾・バッ

グ事業 
（千円） 

意匠撚糸事

業 
（千円） 

その他事

業 
（千円）

計 
（千円） 

消去又は全

社 
（千円） 

連結

（千円） 

 売上高                   

(1）外部顧客に対する売

上高 
 982,150  1,073,081 3,065,135 3,090,258 585,121 －  8,795,747 － 8,795,747

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  － － 1,075 － 1,413  2,488 ( )2,488 －

計  982,150  1,073,081 3,065,135 3,091,333 585,121 1,413  8,798,235 ( )2,488 8,795,747

営業利益（又は営業損失）   △9,972  13,696 7,534 69,616 △16,144 217  64,947 ( )70,160 △5,212

  
和装事業 
（千円） 

寝装事業 
（千円） 

洋装事業 

(千円）  

宝飾・バッ

グ事業 
（千円） 

意匠撚糸事

業 
（千円） 

その他事

業 
（千円）

計 
（千円） 

消去又は全

社 
（千円） 

連結

（千円） 

 売上高                   

(1）外部顧客に対する売

上高 
 986,437  951,040 1,562,667 120,493 534,362 －  4,155,001 － 4,155,001

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 －  － － － － －  －  － －

計  986,437  951,040 1,562,667 120,493 534,362 －  4,155,001  － 4,155,001

営業利益（又は営業損失）   7,256  18,789 45,123 △5,609 △2,082 △1,024  62,452 ( )121,755 △59,302

事業区分 主要な商品 

 和装事業  留袖、訪問着、振袖、袋帯等の和装品 

 寝装事業  羽毛・羊毛ふとん、毛布、タオルケット、カバー等の寝装品 

 洋装事業  ブラウス、ニット、スカート、パンツ、ワンピース、スーツ等の婦人洋品 

 宝飾・バッグ事業  宝石、貴金属等の指輪、ネックレス等の宝飾品、毛皮、レザー、ハンドバッグ 

 意匠撚糸事業  リングヤーン、シャギーヤーン、ポーラヤーン、テープヤーン、特殊紡績糸 

 その他事業  人材派遣    
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３．会計処理の方法の変更 

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） 

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

 「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」②に記載のとおり、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）を適用して

おります。この変更に伴う各セグメントに与える影響は軽微であります。 

 （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） 

 「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」③に記載のとおり、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面の取り扱い」（実務対応報告

第18号 平成18年５月17日）を適用しております。この変更に伴う各セグメントに与える影響はありませ

ん。 

 （リース取引に関する会計基準） 

 「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」④に記載のとおり、第１四半期連結

会計期間より「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日以後に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を適用しております。この変更に伴う

各セグメントに与える影響は軽微であります。 

  

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） 

      該当事項はありません。  

  

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）  

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメントの記載

は省略しております。  

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）  

本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメントの記載

は省略しております。  

   

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）  

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高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）  

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。  

  

  

 該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。  

  

  

〔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

６．その他の情報
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