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1.  平成22年1月期第3四半期の連結業績（平成21年2月1日～平成21年10月31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1月期第3四半期 55,669 ― △1,296 ― 94 ― △595 ―
21年1月期第3四半期 61,457 △0.1 120 ― △878 ― △800 ―

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1月期第3四半期 △81.33 ―
21年1月期第3四半期 △103.61 ―

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1月期第3四半期 39,653 19,614 48.9 2,652.09
21年1月期 42,237 20,610 47.6 2,745.23

（参考） 自己資本   22年1月期第3四半期  19,407百万円 21年1月期  20,110百万円

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1月期 ― 20.00 ― 20.00 40.00
22年1月期 ― 20.00 ―
22年1月期 

（予想）
20.00 40.00

3.  平成22年1月期の連結業績予想（平成21年2月1日～平成22年1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 80,000 △6.6 △900 ― 400 ― △450 ― △61.48

- 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  有  
[(注)詳細は、５ページ「定性的情報・財務諸表等４．その他」をご覧下さい。] 

(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） 

[(注)詳細は、５ページ「定性的情報・財務諸表等４．その他」をご覧下さい。] 

(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。 
 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は、４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」
をご覧下さい。 
 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1月期第3四半期 7,718,800株 21年1月期  7,718,800株
② 期末自己株式数 22年1月期第3四半期  400,873株 21年1月期  393,173株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年1月期第3四半期 7,319,527株 21年1月期第3四半期 7,725,750株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、国の経済対策効果等により、徐々に回復の兆しが見え始めてい

るものの、雇用や所得環境はいまだ好転しておらず、個人消費は将来への不安等により引き続き低迷しております。

当アパレル業界も、百貨店、チェーンストアの店頭販売が低迷を続けており、企業間の価格競争がよりいっそう

激しくなり、収益改善には極めて厳しい状況が続いております。 

このような状況におきまして、製造卸売グループは成長チャネルである通販、テレビショッピング等の無店舗チ

ャネル、ＳＰＡ・専門店向けのＯＥＭへの売上拡大に取り組んでまいりました。また、ＳＰＡグループでは百貨店と

の協業によるＰＢの取組、本部経費削減、店舗運営の効率化による収益改善に注力してまいりました。 

以上の結果、売上高は、556億69百万円（前年同期は614億57百万円）となりました。 

これは製造卸売グループでは、無店舗チャネル向け販売、専門店向け販売で健闘したものの、主販路であるＧＭ

Ｓをはじめ食品スーパーが低調であったことに加え、販売先の価格競争による販売単価の下落が影響しました。また

ＳＰＡグループでは、百貨店との取組によるＰＢで新たな販路を開拓しましたが、ショッピングセンターモールをは

じめとした商業施設の店頭市況の冷え込みが影響したことによります。 

営業損益は、12億96百万円の損失（前年同期は１億20百万円の営業利益）となりました。 

これは、売上総利益が売上高の減少と販売単価の下落により、155億92百万円（前年同期は177億47百万円）に留ま

り、販売費及び一般管理費が168億89百万円（前年同期は176億27百万円）となったことなどによります。 

経常利益は、94百万円（前年同期は８億78百万円の損失）となりました。 

これは、営業外収益が、平成21年3月に長期通貨オプション契約等をすべて解約したことによるデリバティブ解約

益12億22百万円等により14億36百万円となったことによります。 

なお、この解約により、前期まで四半期毎の評価額の変動に併せて計上しておりました通貨オプション契約残高等

の評価損益(デリバティブ評価損益)による経常利益以下の変動要因は解消しております。 

四半期純損益は５億95百万円の損失（前年同期は８億円の純損失）となりました。 

これは、特別損失が投資有価証券評価損１億35百万円、事業整理損１億53百万円を計上したこと等で５億14百万円

となり、法人税等調整額が１億31百万円となったこと等によります。   

   

 事業部門別の売上高の状況は、次の通りであります。 

                         (金額単位：百万円） 

  

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

      事 業 区 分  金 額 

       総合チャネル卸売事業 43,441

       ＯＥＭ事業  1,765

      製造卸売グループ  45,206

      百貨店系ＳＰＡ事業  4,470

       渋谷109系ＳＰＡ事業  6,425

       ＳＰＡグループ  10,896

      グループ合計  56,102

       全体及び調整  △433

      連結売上高  55,669
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（１）資産 

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、396億53百万円となり、前連結会計年度末に比べ25億84百万円の減少と

なりました。 

流動資産は、257億74百万円となり、前連結会計年度末に比べ21億20百万円の減少となりました。流動資産の減少

の主な要因は、受取手形及び売掛金の減少17億95百万円、現金及び預金の減少11億15百万円であります。 

固定資産は、138億79百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億64百万円の減少となりました。固定資産の減少

の主な要因は、有形固定資産の増加４億86百万円があったものの、投資その他の資産の減少８億67百万円があったこ

とによるものであります。 

  

（２）負債 

当第３四半期連結会計期間末の負債は、200億39百万円となり、前連結会計年度末に比べ15億87百万円の減少とな

りました。 

流動負債は、178億70百万円となり、前連結会計年度末に比べ16億75百万円の減少となりました。流動負債の減少

の主な要因は、未払法人税等の減少２億91百万円、短期借入金の減少２億75百万円であります。 

固定負債は、21億69百万円となり、前連結会計年度末に比べ89百万円の増加となりました。固定負債の増加の主

な要因は、長期借入金の増加１億68百万円であります。 

  

（３）純資産 

当第３四半期連結会計期間末の純資産は、196億14百万円となり、前連結会計年度末に比べ９億96百万円の減少と

なりました。純資産の減少の主な要因は、利益剰余金の減少８億89百万円であります。 

  

（４）キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期連結累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

11億14百万円減少し、31億83百万円となりました。 

 当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は、57百万円となりました。これは、税金等調整前四半期純損失４億18百万円、たな

卸資産の増加10億56百万円となったものの、売上債権の減少17億94百万円となったこと等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） 

 投資活動の結果使用した資金は、８億42百万円となりました。これは、定期預金の払戻による収入５億円があった

ものの、有形固定資産の取得による支出８億93百万円、子会社株式の取得による支出６億80百万円があったこと等に

よるものであります。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果使用した資金は、３億25百万円となりました。これは、長期借入れによる収入４億円があったもの

の、配当金の支払２億90百万円、短期借入金の純減少２億75百万円があったこと等によるものであります。 

  

 業績予想については、平成21年９月11日発表の「通期業績予想の修正に関するお知らせ」の見通し通りでありま

す。 

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報
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   該当事項はありません。 

  

１．簡便な会計処理 

 ① 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 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法  

     法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

によっております。繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、か

つ、一時差異等の発生状況に著しい変化がないと認められる場合には、前連結会計年度において使用した将

来の業績予測やタックス・プランニングを利用する方法を適用しており、前連結会計年度末以降に経営環境

等、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将

来の業績予想やタックス・プランニングに当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法を適用して

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。   

  

① 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。 

② 棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

  通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、月次総平均法による原価法（ただし、季越品につ

 いては販売可能価額まで評価下げをしております。）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日公表分）が適用されたことに

 伴い、月次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。 

  なお、この変更に伴う損益に与える影響は軽微であります。 

③ リース取引に関する会計基準の適用  

  所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

 ておりましたが、「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ようになった

 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等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に 

 よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

 は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。ただし、リース取引開始日

 が適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準

 じた会計処理を引き続き採用しております。 

  なお、この変更に伴う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
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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：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年10月31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１月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,183 4,298

受取手形及び売掛金 16,459 18,254

商品 4,912 3,829

原材料及び貯蔵品 93 120

その他 1,135 1,401

貸倒引当金 △9 △8

流動資産合計 25,774 27,894

固定資産   

有形固定資産 6,637 6,151

無形固定資産   

のれん 876 783

その他 1,292 1,469

無形固定資産合計 2,168 2,252

投資その他の資産 5,072 5,939

固定資産合計 13,879 14,343

資産合計 39,653 42,237

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 12,542 12,590

短期借入金 1,990 2,265

1年内返済予定の長期借入金 281 201

未払法人税等 23 314

賞与引当金 272 137

返品調整引当金 75 80

ポイント引当金 59 69

事業整理損失引当金 38 －

その他 2,586 3,886

流動負債合計 17,870 19,545

固定負債   

長期借入金 454 286

退職給付引当金 1,263 1,256

役員退職慰労引当金 305 325

その他 144 212

固定負債合計 2,169 2,080

負債合計 20,039 21,626

クロスプラス㈱（3320）　平成22年度１月期　第３四半期決算短信

- 6 - 



（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年10月31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１月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,944 1,944

資本剰余金 2,007 2,007

利益剰余金 15,792 16,681

自己株式 △531 △523

株主資本合計 19,212 20,109

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 236 150

繰延ヘッジ損益 △20 △131

為替換算調整勘定 △21 △17

評価・換算差額等合計 195 1

少数株主持分 206 500

純資産合計 19,614 20,610

負債純資産合計 39,653 42,237
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31日) 

売上高 55,669

売上原価 40,082

売上総利益 15,587

返品調整引当金戻入額 80

返品調整引当金繰入額 75

差引売上総利益 15,592

販売費及び一般管理費 16,889

営業損失（△） △1,296

営業外収益  

受取利息 17

受取配当金 45

デリバティブ解約益 1,222

その他 151

営業外収益合計 1,436

営業外費用  

支払利息 28

賃貸収入原価 10

その他 6

営業外費用合計 45

経常利益 94

特別利益  

投資有価証券売却益 1

償却債権取立益 0

特別利益合計 1

特別損失  

固定資産売却損 3

減損損失 56

投資有価証券評価損 135

事業整理損 153

その他 165

特別損失合計 514

税金等調整前四半期純損失（△） △418

法人税、住民税及び事業税 53

法人税等調整額 131

法人税等合計 184

少数株主損失（△） △7

四半期純損失（△） △595
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年２月１日 
 至 平成21年10月31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（△） △418

減価償却費 616

減損損失 56

のれん償却額 300

賞与引当金の増減額（△は減少） 135

事業整理損失引当金の増減額（△は減少） 38

受取利息及び受取配当金 △62

支払利息 28

デリバティブ解約益 △1,222

投資有価証券評価損益（△は益） 135

事業整理損失 153

売上債権の増減額（△は増加） 1,794

たな卸資産の増減額（△は増加） △1,056

仕入債務の増減額（△は減少） △48

その他 △482

小計 △32

利息及び配当金の受取額 66

利息の支払額 △28

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △337

デリバティブ解約による収入 494

その他の支出 △105

営業活動によるキャッシュ・フロー 57

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

有形固定資産の取得による支出 △893

子会社株式の取得による支出 △680

差入保証金の差入による支出 △53

差入保証金の回収による収入 269

その他 14

投資活動によるキャッシュ・フロー △842

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） △275

長期借入れによる収入 400

長期借入金の返済による支出 △151

自己株式の取得による支出 △8

配当金の支払額 △290

財務活動によるキャッシュ・フロー △325

現金及び現金同等物に係る換算差額 △4

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,114

現金及び現金同等物の期首残高 4,298

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,183
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 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。 

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年10月31日） 

当社及び連結子会社は、衣料品事業のみを営み単一セグメントのため、該当事項はありません。   

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年10月31日） 

本邦の売上高の金額は、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 

情報の記載を省略しております。  

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年２月１日 至平成21年10月31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。 

  

（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
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該当事項はありません。  

  

「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（自平成20年２月１日 至平成20年10月31日） 

  

６．その他の情報

科目 

前年同四半期 
（平成21年１月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  61,457

Ⅱ 売上原価  43,713

売上総利益  17,743

返品調整引当金戻入益   78

返品調整引当金繰入額   74

差引売上総利益   17,747

Ⅲ 販売費及び一般管理費  17,627

営業利益  120

Ⅳ 営業外収益  628

Ⅴ 営業外費用  1,627

経常損失（△）  △878

Ⅵ 特別利益   5

Ⅶ 特別損失   454

 税金等調整前四半期純損失（△）  △1,327

税金費用   △519

少数株主損失（△）   △7

四半期純損失（△）  △800
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前第３四半期連結累計期間（自平成20年２月１日 至平成20年10月31日） 

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成21年１月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅰ 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（△）  △1,327

減価償却費   561

賞与引当金の増減額（△は減少）   227

受取利息及び受取配当金   △74

支払利息   37

デリバティブ評価損益（△は評価益）   1,576

売上債権の増減額（△は増加）   1,030

たな卸資産の増減額（△は増加）   △1,716

仕入債務の増減額（△は減少）   △813

未払金の増減額（△は減少）   △536

その他   759

        小計  △276

利息及び配当金の受取額   75

利息の支払額   △37

法人税等の支払額   △100

その他   2

営業活動によるキャッシュ・フロー  △335

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

定期預金の預入による支出   △200

有形固定資産の取得による支出   △314

無形固定資産の取得による支出   △858

投資有価証券の取得による支出   △248

保証金の差入による支出   △395

その他   91

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,924
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前第３四半期連結累計期間（自平成20年２月１日 至平成20年10月31日） 

当社及び連結子会社は、衣料品事業のみを営む単一セグメントのため、該当事項はありません。 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年２月１日 至平成20年10月31日） 

本邦の売上高の金額は、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

情報の記載を省略しております。  

  

前第３四半期連結累計期間（自平成20年２月１日 至平成20年10月31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。 

  

  
前年同四半期 

（平成21年１月期 
第３四半期） 

区分 金額（百万円） 

Ⅲ 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）   215

長期借入金の返済による支出   △151

自己株式の取得による支出   △31

配当金の支払額   △303

財務活動によるキャッシュ・フロー  △271

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △1

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）  △2,532

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  6,791

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  4,259

（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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