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1.  平成22年2月期第3四半期の連結業績（平成21年3月1日～平成21年11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2月期第3四半期 51,841 ― 811 ― 1,123 ― 547 ―

21年2月期第3四半期 60,583 △6.7 1,745 △18.1 2,119 17.4 1,418 △0.7

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2月期第3四半期 11.14 11.10
21年2月期第3四半期 26.02 25.97

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2月期第3四半期 48,466 27,423 56.4 567.01
21年2月期 45,663 28,615 62.4 568.48

（参考） 自己資本   22年2月期第3四半期  27,343百万円 21年2月期  28,488百万円

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2月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00
22年2月期 ― 4.00 ―

22年2月期 
（予想）

4.00 8.00

3.  平成22年2月期の連結業績予想（平成21年3月1日～平成22年2月28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 70,400 △10.4 800 △37.1 1,200 △32.6 600 △39.8 12.26
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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  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） 

 [(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. 上記の予想は、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、実際の業績は今後様々な要因によって予想数値と異なる
場合があります。 
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。 

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2月期第3四半期 51,532,300株 21年2月期  54,532,300株

② 期末自己株式数 22年2月期第3四半期  3,307,731株 21年2月期  4,419,425株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年2月期第3四半期 49,172,985株 21年2月期第3四半期 54,521,317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、世界的な金融危機が引き起こした景気後退局面に

ある中で、一部の業種において業績の持ち直しの兆しが見られましたが、依然として企業収益や雇用・

所得環境は厳しい状況が続いており、個人消費についても低調に推移いたしました。 

 当社を取り巻く環境につきましても、デフレ傾向が顕著になる中、消費者の生活防衛意識や節約志向

による衣料品の買い控え傾向は改善の兆しが見られず、企業間の販売競争は一層厳しさを増しました。

 このような状況のもと、当社グループといたしましては、トレンドに対応した企画提案に加え、販売

先各社のニーズに柔軟にお応えした企画提案、独自性や付加価値性を重視した「提案型」の商品企画な

どによりマーケットシェアの拡大に努めてまいりました。 

 また、中国の協力工場の閑散期を利用して早期発注、早期生産を実施するなど、協力工場との取り組

みを一段と強化することにより、生産の効率化、高品質の維持、低コスト化を図ってまいりました。 

 物流業務につきましては、部門間の垣根を越えた貨物集約や、中国における検品・検針や札付けなど

現地での物流加工業務を推進しコスト低減を図ってまいりました。また、平成22年１月に愛知県犬山市

に当社グループで 大規模となる物流センターを新設し操業を開始いたしました。新センターの稼動に

より国内での物流業務の一層の効率化を図ってまいります。 

この結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は51,841百万円(前年同四半期比14.4％減)、営業利益

は811百万円(前年同四半期比53.5％減)、経常利益は1,123百万円(前年同四半期比47.0％減)、四半期純

利益は547百万円(前年同四半期比61.4％減)となりました。 

  

当第３四半期連結累計期間における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。 

  

(1) 繊維製品の製造販売関連事業 

繊維製品の製造販売関連事業につきましては、トレンドの変化に的確に対応した企画提案、独自性

のある差別化した商品提案、新規販売先の開拓などにより売上の拡大を図ってまいりました。その結

果、デニム素材を中心としたレディースカジュアルボトムスや、ホームウェアなど一部の商品は好調

に推移いたしましたが、繊維事業全体では低価格化や衣料消費低迷の影響を受け、当セグメントの売

上高は49,013百万円(前年同四半期比14.1％減)、営業利益は689百万円(前年同四半期比57.4％減)と

なりました。 

  

(2) その他の事業 

その他の事業につきましては、売上高の主要部分を占める合成樹脂原料等の販売部門において、販

売価格下落の影響や、製造業向けへの取引が縮小したことなどにより、当セグメントの売上高は

2,828百万円(前年同四半期比19.7%減)、営業利益は106百万円(前年同四半期比4.1%減)となりまし

た。 

  

※「連結経営成績に関する定性的情報」における前年同四半期比は参考値として記載しております。

  
  

【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
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(1) 資産 

流動資産は、前連結会計年度末比96百万円減少し、26,878百万円となりました。これは主として、

商品及び製品が517百万円増加しましたが、現金及び預金が790百万円減少したことによるものであり

ます。 

固定資産は、前連結会計年度末比2,899百万円増加し、21,587百万円となりました。これは主とし

て、土地の取得により有形固定資産が増加したことによるものであります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末比2,802百万円増加し、48,466百万円となりました。 

  

(2) 負債 

負債は、前連結会計年度末比3,994百万円増加し、21,043百万円となりました。これは主として、

借入金が4,080百万円増加したことによるものであります。 

  

(3) 純資産 

純資産は、前連結会計年度末比1,192百万円減少し、27,423百万円となりました。これは主とし

て、利益剰余金が1,116百万円減少したことによるものであります。 

  

(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、790百万円(21.4％)減少の2,896百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

営業活動により支出した資金は、税金等調整前四半期純利益が984百万円、売上債権の減少額が195

百万円となった一方で、仕入債務の減少額が1,094百万円、たな卸資産の増加額が486百万円となった

ことなどにより、全体では261百万円となりました。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

投資活動により支出した資金は、投資有価証券の売却による収入が886百万円となった一方で、有

形固定資産の取得による支出が4,342百万円となったことなどにより、全体では3,303百万円となりま

した。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

財務活動により得られた資金は、自己株式の取得による支出が913百万円となった一方で、借入れ

による収入が4,080百万円となったことなどにより、全体では2,772百万円となりました。 

  
  

業績予想につきましては、平成21年９月11日公表時から変更しておりません。 

  
  

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  

 
  

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。 

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

  ① たな卸資産の評価方法

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連

結会計期間末の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定しております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味

売却価額を見積り、簿価切下げを行う方法によっております。

  ② 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。

  ③ 経過勘定項目の算定方法

一部の経過勘定項目の算定については、合理的な算定方法による概算額で計上する方法によ

っております。 

 

  ④ 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、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によっております。

また、重要性が乏しく経営環境に著しい変化が発生していない連結子会社は、税引前四半期

純利益に前年度の損益計算書における税効果会計適用後の法人税等の負担率を乗じて計算する

方法によっております。

(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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   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、商品は主として移動平均法による低

価法、製品・仕掛品・原材料は主として個別原価法による原価法、貯蔵品は 終仕入原価法によ

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、商品は主として移動平均

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)、製品・仕

掛品・原材料は主として個別原価法による原価法(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)、貯蔵品は 終仕入原価法による原価法(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、これによる損益に与える影響はありません。

   ③ 「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」の適用

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

面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号)を適用し、連結決算

上必要な修正を行っております。

 なお、これによる損益に与える影響は軽微であります。

   ④ 「リース取引に関する会計基準」等の適用

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」(企業会計基準委員会 平成５

年６月17日 終改正平成19年３月30日 企業会計基準第13号)及び「リース取引に関する会計基

準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成６年１月18日 終改正平成19年３月30日 企業会計基

準適用指針第16号)を早期適用し、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から通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更し

ております。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年

数とし、残存価額を零として算定する定額法を採用しております。

また、リース取引開始日が適用初年度開始前の借主側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、これによる損益に与える影響は軽微であります。
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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11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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,946 3,736

受取手形及び売掛金 19,133 19,328

商品及び製品 3,901 3,384

仕掛品 3 30

原材料及び貯蔵品 10 14

その他 908 505

貸倒引当金 △25 △25

流動資産合計 26,878 26,975

固定資産   

有形固定資産   

土地 12,105 8,428

その他 6,186 5,792

減価償却累計額 △3,126 △3,110

その他（純額） 3,060 2,681

有形固定資産合計 15,165 11,110

無形固定資産 92 107

投資その他の資産   

投資有価証券 4,909 5,648

その他 1,789 2,202

貸倒引当金 △368 △380

投資その他の資産合計 6,329 7,470

固定資産合計 21,587 18,688

資産合計 48,466 45,663

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,653 10,747

短期借入金 4,240 2,160

1年内返済予定の長期借入金 400 －

未払法人税等 315 307

事業所移転損失引当金 110 －

その他の引当金 341 206

その他 3,315 2,612

流動負債合計 18,375 16,033

固定負債   

長期借入金 1,600 －

退職給付引当金 522 427

その他の引当金 236 236

その他 308 350

固定負債合計 2,667 1,014

負債合計 21,043 17,048
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(単位：百万円)

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年11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２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,622 3,622

資本剰余金 4,148 4,148

利益剰余金 22,073 23,189

自己株式 △1,511 △1,868

株主資本合計 28,332 29,091

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △183 △255

繰延ヘッジ損益 △453 4

土地再評価差額金 △262 △262

為替換算調整勘定 △88 △90

評価・換算差額等合計 △988 △603

新株予約権 79 41

少数株主持分 － 85

純資産合計 27,423 28,615

負債純資産合計 48,466 45,663
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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３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 51,841

売上原価 40,776

売上総利益 11,065

返品調整引当金繰入額 △1

差引売上総利益 11,066

販売費及び一般管理費 10,255

営業利益 811

営業外収益  

受取利息 8

受取配当金 61

負ののれん償却額 2

不動産賃貸料 69

為替差益 216

雑収入 76

営業外収益合計 434

営業外費用  

支払利息 57

不動産賃貸費用 26

雑損失 37

営業外費用合計 122

経常利益 1,123

特別利益  

投資有価証券売却益 201

リース会計基準の適用に伴う影響額 10

その他 4

特別利益合計 216

特別損失  

事業所移転損失 93

事業所移転損失引当金繰入額 110

下請代金返還金 79

その他 71

特別損失合計 355

税金等調整前四半期純利益 984

法人税等 497

少数株主損失（△） △61

四半期純利益 547
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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３月１日 
 至 平成21年11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 984

減価償却費 187

負ののれん償却額 △2

貸倒引当金の増減額（△は減少） △11

賞与引当金の増減額（△は減少） 136

返品調整引当金の増減額（△は減少） △1

事業所移転損失引当金の増減額（△は減少） 110

退職給付引当金の増減額（△は減少） 95

受取利息及び受取配当金 △70

支払利息 57

投資有価証券売却損益（△は益） △192

有形固定資産売却損益（△は益） △0

有形固定資産除却損 1

投資有価証券評価損益（△は益） 8

リース会計基準の適用に伴う影響額 △10

事業所移転損失 40

売上債権の増減額（△は増加） 195

たな卸資産の増減額（△は増加） △486

仕入債務の増減額（△は減少） △1,094

未払消費税等の増減額（△は減少） △120

その他の資産の増減額（△は増加） 180

その他の負債の増減額（△は減少） 0

その他 78

小計 86

利息及び配当金の受取額 65

利息の支払額 △58

法人税等の支払額 △355

営業活動によるキャッシュ・フロー △261

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 △216

定期預金の払戻による収入 216

有形固定資産の取得による支出 △4,342

有形固定資産の売却による収入 2

投資有価証券の取得による支出 △109

投資有価証券の売却による収入 886

投資有価証券の償還による収入 296

投資有価証券持分の回収による収入 2

子会社株式の取得による支出 △21

貸付けによる支出 △58

貸付金の回収による収入 39

出資金の回収による収入 0

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,303
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(単位：百万円)

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

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） 2,080

長期借入れによる収入 2,000

配当金の支払額 △394

自己株式の取得による支出 △913

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,772

現金及び現金同等物に係る換算差額 2

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △790

現金及び現金同等物の期首残高 3,686

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,896
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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。 

  

 【事業の種類別セグメント情報】 

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11月30日) 

 
(注) １. 事業区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、繊維製品の製造販売関連事業、その他の事

業に区分しております。 

２. 各事業の主要な製品 

 (1) 繊維製品の製造販売関連事業 

    アパレル…………婦人服・婦人洋品、子供洋品・ベビー服、紳士洋品、 

ホームウェア・インテリア 

    テキスタイル……服地 

 (2) その他の事業 

    合成樹脂……合成樹脂原料(レジン)、樹脂フィルム 

    産業資材……産業用繊維、家具、自動車部品 

    物流事業……商品物流関連事業 

    賃貸事業……事務機器等のリース、不動産の賃貸管理 

  

当第３四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年11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、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３月１日 至 平成21年11月30日) 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、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

繊維製品の 
製造販売 
関連事業 
(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

49,013 2,828 51,841 ― 51,841

 (2) セグメント間の内部 
   売上高又は振替高

― 1,094 1,094 (1,094) ―

計 49,013 3,923 52,936 (1,094) 51,841

営業利益 689 106 796 15 811

【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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(要約)前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３月１日 至 平成20年11月30日） 

 

 

 
  

  

「参考」

科目

前年同四半期

 (平成21年２月期    
第３四半期)

金額(百万円)

Ⅰ 売上高 60,583

Ⅱ 売上原価 48,132

  売上総利益 12,451

Ⅲ 販売費及び一般管理費 10,706

  営業利益 1,745

Ⅳ 営業外収益 695

Ⅴ 営業外費用 321

  経常利益 2,119

Ⅵ 特別利益 369

Ⅶ 特別損失 314

  税金等調整前四半期純利益 2,175

  税金費用 749

  少数株主利益 7

  四半期純利益 1,418
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