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1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12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3月期第3四半期 25,962 △11.8 651 69.4 609 82.5 33 △83.3

21年3月期第3四半期 29,438 ― 384 ― 333 ― 203 ―

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3四半期 0.85 ―

21年3月期第3四半期 5.22 ―

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3四半期 33,830 10,327 17.5 148.53
21年3月期 35,539 10,204 16.7 149.05

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  5,911百万円 21年3月期  5,933百万円

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 36,000 △7.2 700 196.6 650 267.2 50 ― 1.26
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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 

業績予想につきましては、本資料の発表日現在におきまし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。なお、予想に関する事項は、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3四半期 40,697,476株 21年3月期  40,697,476株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  898,942株 21年3月期  889,477株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 39,802,027株 21年3月期第3四半期 39,012,093株
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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３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気に一部持ち直しの兆しが見え始めたものの、企

業業績の停滞、設備投資の抑制、雇用情勢の悪化等による個人消費の低迷に円高とデフレ圧力が強まる状

況が加わり、依然として厳しい状況で推移しました。 

 当衣料業界におきましても、百貨店およびチェーンストアの衣料品売上は前年実績を下回るなど消費の

低迷は依然として継続しており、当業界にとって深刻な影響を及ぼしております。 

 このような環境下にあって当社グループは、最重要課題である和装事業の再建と既存事業による収益の

安定化および成長のための新しい事業領域の創出を図り、グループの持続的成長のための経営基盤の確立

を基本方針として取り組んでまいりました。 

 この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の連結売上高は２５９億６千２百万円（前年同期

比１１．８％減）、連結経常利益は６億９百万円（前年同期比８２．５％増）、連結四半期純利益は３千３

百万円（前年同期比８３．３％減）となりました。 

 事業の種類別セグメントの状況は以下のとおりです。 

〔和装事業〕 

 ツカモト株式会社および市田株式会社における和装事業につきましては、市場低迷の状況が続く中、新

規得意先の開拓、新規企画催事の推進による催事販売の効率化と経費節減に注力しましたが、大型催事が

苦戦し、売上高の減少に歯止めが掛からず、依然として厳しい状況で推移しました。 

 以上の結果、当事業分野の売上高は９０億３千６百万円（前年同期比１９．２％減）となりました。 

〔洋装事業〕 

 ツカモトアパレル株式会社におけるメンズ事業につきましては、店頭販売の苦戦から売上高は前年を下

回り、円高効果により利益率が改善しましたが、収益も前年を下回りました。 

 ツカモトユーエス株式会社におけるユニフォームおよびＯＥＭと婦人テキスタイル事業につきまして

は、ユニフォーム事業は大口受注案件の減少から減収減益となり、ＯＥＭと婦人テキスタイル事業は売上

高は前年を下回りましたが、利益率が改善し、収益は改善いたしました。  

 以上の結果、当事業分野の売上高は７０億９千９百万円（前年同期比９．４％減）となりました。 

〔ホームファニシング事業〕 

 市田株式会社におけるホームファニシング事業につきましては、適正在庫に基づく店頭管理体制の構築

により、返品値引が減少し、また、生産体制の見直しにより利益率が改善しました。 

 以上の結果、当事業分野の売上高は２１億８千６百万円（前年同期比３．８％減）となりました。 

〔陳列用器具の賃貸業〕 

 株式会社アディスミューズにおける陳列用器具の賃貸業につきましては、リース関係、内装工事に持ち

直しの傾向が見られるものの売上高は前年を下回り、利益率の改善、経費節減効果により収益も改善傾向

となりましたが、前年は下回りました。 

 以上の結果、当事業分野の売上高は３４億５千５百万円（前年同期比１７．９％減）となりました。 

〔建物の賃貸業〕 

 株式会社ツカモトコーポレーションにおける建物の賃貸業につきましては、新規テナントによる営業収

益の増加が寄与し増収増益となりました。 

 以上の結果、当事業分野の売上高は８億８千５百万円（前年同期比３０．４％増）となりました。 

〔その他事業〕 

 ツカモトエイム株式会社における健康機器や日用雑貨卸売業は、オリジナル商品の開発と積極的な営業

活動により、テレビ通販と家電量販店向け販売部門が善戦し、売上高は前年を上回り、収益も増加いたし

ました。 
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 倉庫業は新規開拓による取引先の増加により売上高は増加いたしました。 

 ビルメンテナンス・研修センター運営事業は景気停滞に伴う研修センター稼働率の低下により売上高は

減少しましたが、黒字基調を維持しました。 

 以上の結果、当事業分野の売上高は４３億３千７百万円（前年同期比５．５％増）となりました。 

 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

①財政状態の変動状況 

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、現金及び預金が６億１千３百万円増加しましたが、受取手形

及び売掛金が７億７百万円減少、有価証券が１２億２千９百万円減少、たな卸資産が７億７千７百万円減

少したこと等により流動資産が２０億３千７百万円の減少となりました。また、投資その他の資産が３億

２千４百万円増加したこと等により固定資産が３億２千９百万円増加し、資産合計は前連結会計年度末に

比べ１７億８百万円減少の３３８億３千万円となりました。 

 負債の部では支払手形及び買掛金が１４億４千９百万円減少、短期借入金が３億５百万円減少、未払法

人税等が２億５千万円減少したこと等により流動負債が２１億８千７百万円の減少となりました。また長

期借入金の３億７千５百万円の増加等により固定負債が３億５千５百万円増加したことにより負債合計は

前連結会計年度末に比べ１８億３千１百万円減少し、２３５億３百万円となりました。 

 また、純資産は前連結会計年度末に比べ１億２千３百万円増加し、純資産合計は１０３億２千７百万円

となりました。  

 

②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連結ベースの現金及び現金同等物は４２億９千２百万円で前連

結会計年度末と比べ１０億１千８百万円の増加となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動による資金の増加は１億５千２百万円となりました。これは、主に税金等調整前四半期純利益

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） 

 投資活動による資金の増加は８億２千９百万円となりました。これは、主に有価証券の売却による収入

が取得による支出を上回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） 

 財務活動による資金の増加は３千７百万円となりました。これは、主に短期借入れによる収入が返済に

よる支出を上回ったこと等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 

 雇用情勢の悪化や個人消費の低迷など、当衣料業界を取り巻く環境は引き続き厳しい局面が続くものと

予想されます。第 4四半期においても厳しい業況が予想される中、和装事業の再建と各事業の収益改善に

注力し、業績改善に努めてまいります。 

 連結業績予想としましては、平成２１年５月１５日発表の連結業績予想の変更はありません。ただし、

事業環境が大きく変化し、通期の業績見込みについて見直しが必要と判断した場合には、速やかに開示致

します。 
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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） 
    該当事項はありません。 
 
 
（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 
    一般債権の貸倒見積高の算定方法 
     当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない

と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 
 
   ②四半期連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 

税金費用の計算 
税金費用については、当第３四半期連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効

果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお

ります。 
なお、法人税等調整額は、法人税、住民税及び事業税に含めて表示しております。 

 
 

（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 
   重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

    たな卸資産 
     通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として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り下げの方法）及び連結子会社の一部では総平均法によ

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り下げの方法）により算定しておりま

したが、第１四半期連結会計期間より会計システムの１本化を行なったため、主として月次総平均法によ

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り下げの方法）により算定しておりま

す。 
     なお、この変更による影響は軽微であります。 



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12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３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 4,392 3,778

受取手形及び売掛金 5,877 6,585

有価証券 1,311 2,541

たな卸資産 4,028 4,806

繰延税金資産 77 19

その他 647 655

貸倒引当金 △75 △89

流動資産合計 16,259 18,297

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 3,635 3,669

土地 9,492 9,492

その他（純額） 222 204

有形固定資産合計 13,350 13,366

無形固定資産   

その他 67 47

無形固定資産合計 67 47

投資その他の資産   

投資有価証券 3,371 3,303

繰延税金資産 54 36

その他 1,166 917

貸倒引当金 △438 △427

投資その他の資産合計 4,153 3,828

固定資産合計 17,571 17,242

資産合計 33,830 35,539

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,799 8,248

短期借入金 8,429 8,734

未払消費税等 85 67

未払法人税等 20 271

繰延税金負債 15 15

返品調整引当金 64 82

役員賞与引当金 － 3

その他 541 720

流動負債合計 15,956 18,143
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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12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３月31日) 

固定負債   

長期借入金 3,925 3,550

繰延税金負債 1,773 1,773

負ののれん 30 43

再評価に係る繰延税金負債 16 16

退職給付引当金 737 745

役員退職慰労引当金 218 259

その他 844 803

固定負債合計 7,546 7,191

負債合計 23,503 25,335

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,829 2,829

資本剰余金 2,415 2,415

利益剰余金 691 657

自己株式 △114 △114

株主資本合計 5,822 5,789

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 98 152

土地再評価差額金 4 4

為替換算調整勘定 △14 △13

評価・換算差額等合計 88 144

少数株主持分 4,416 4,271

純資産合計 10,327 10,204

負債純資産合計 33,830 35,539
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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)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 29,438 25,962

売上原価 20,243 18,218

売上総利益 9,194 7,744

返品調整引当金繰入額 75 64

返品調整引当金戻入額 97 82

差引売上総利益 9,217 7,761

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 605 317

旅費及び交通費 647 512

荷造運搬費 645 573

貸倒引当金繰入額 46 11

給料 3,490 2,776

賞与 351 294

退職給付引当金繰入額 173 174

役員退職慰労引当金繰入額 17 13

福利厚生費 577 621

業務委託費 351 348

減価償却費 80 93

のれん償却額 82 －

賃借料 399 285

その他 1,362 1,087

販売費及び一般管理費合計 8,832 7,110

営業利益 384 651

営業外収益   

受取利息 81 58

受取配当金 30 23

保険配当金 12 16

受取保険金 0 0

負ののれん償却額 12 12

為替差益 3 0

その他 68 59

営業外収益合計 209 171

営業外費用   

支払利息 214 182

手形売却損 33 1

その他 11 29

営業外費用合計 260 213

経常利益 333 609
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

特別利益   

固定資産売却益 617 －

支払不要債務戻入益 － 26

その他 37 －

特別利益合計 654 26

特別損失   

投資有価証券評価損 － 30

たな卸資産評価損 308 －

敷金放棄損 － 69

リース解約損 － 63

仕入先に対する返還金 － 54

その他 9 －

特別損失合計 318 217

税金等調整前四半期純利益 670 418

法人税、住民税及び事業税 234 216

法人税等合計 234 216

少数株主利益 232 167

四半期純利益 203 33
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12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利益 670 418

減価償却費 182 194

のれん償却額 82 －

負ののれん償却額 △12 △12

有形及び無形固定資産除却損 1 20

投資有価証券減損損失 － 30

貸倒引当金の増減額（△は減少） △10 △3

退職給付引当金の増減額（△は減少） △26 △8

その他の引当金の増減額（△は減少） △30 △61

受取利息及び受取配当金 △111 △81

支払利息 214 182

有価証券売却損益（△は益） － △1

為替差損益（△は益） △3 △0

固定資産売却損益（△は益） △617 －

売上債権の増減額（△は増加） 474 704

たな卸資産の増減額（△は増加） △138 777

仕入債務の増減額（△は減少） 12 △1,317

未払消費税等の増減額（△は減少） △31 58

その他 △456 △183

小計 200 716

利息及び配当金の受取額 145 117

利息の支払額 △211 △183

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △464 △498

営業活動によるキャッシュ・フロー △330 152

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 △100 －

定期預金の払戻による収入 － 5

有価証券の取得による支出 △2,950 △1,810

有価証券の売却による収入 2,785 3,040

有形及び無形固定資産の取得による支出 △894 △278

有形及び無形固定資産の売却による収入 815 －

投資有価証券の取得による支出 △1 △201

投資有価証券の売却による収入 － 18

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△40 －

貸付けによる支出 △5 △0

貸付金の回収による収入 1 2

その他の支出 △13 △3

その他の収入 2 58

投資活動によるキャッシュ・フロー △399 829
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(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31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 4,819 2,889

短期借入金の返済による支出 △4,481 △2,645

長期借入れによる収入 1,000 1,100

長期借入金の返済による支出 △1,510 △1,275

リース債務の返済による支出 － △21

自己株式の取得による支出 △20 △0

自己株式の処分による収入 1 0

配当金の支払額 △92 △0

少数株主への配当金の支払額 △8 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー △293 37

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,023 1,018

現金及び現金同等物の期首残高 4,484 3,273

現金及び現金同等物の四半期末残高 3,461 4,292
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㈱ツカモトコーポレーション（8025）平成22年3月期 第3四半期決算短信

（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3四半期連結累計期間（自　平成20年4月1日　　至　平成20年12月31日）

（1）外部顧客に対する
　売上高
（2）セグメント間の
　内部売上高又は振替高

計 11,186 7,837 2,274 4,208 679 4,111 30,297 (859) 29,438

11,681 7,480 2,494 3,497 425 4,009 29,589 (535) 29,053

△ 494 356 △ 220 710 253 102 708 (323) 384

　当第3四半期連結累計期間（自　平成21年4月1日　　至　平成21年12月31日）

（1）外部顧客に対する
　売上高
（2）セグメント間の
　内部売上高又は振替高

計 9,036 7,099 2,186 3,455 885 4,337 27,001 (1,039) 25,962

9,397 6,768 2,320 2,941 543 4,188 26,159 (849) 25,310

△ 361 331 △ 133 514 341 149 841 (190) 651

（注）１　事業区分は事業の内容により和装事業、洋装事業、ホームファニシング事業、陳列用器具の賃貸業、建物の賃貸業及び

　　　　その他事業に区分しております。

　　２　各事業の主な内容

（イ）和装事業 ･･････････ 振袖、留袖、訪問着、小紋、紬、帯、祝着、ゆかた、毛皮・皮革製品

装身具、宝石、貴金属等

（ロ）洋装事業 ･･････････ 婦人服、婦人セーター・ブラウス、紳士服、紳士セーター、カジュアルウエア、

ユニフォーム、販促用商品、子供・婦人服地、ホームファブリック等

　　　（ハ）ﾎｰﾑﾌｧﾆｼﾝｸﾞ事業････････ タオル、ホームファニシング製品

　　　（ニ）陳列用器具の賃貸業 ･･･陳列用器具の賃貸及び販売、内装仕上工事

　　　（ホ）建物の賃貸業･･････････ 建物の賃貸

　　　（へ）その他事業 ･･････････ 清水器、電気器具、健康機器、倉庫業、ビルメンテナンス業、広告宣伝業等

　　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」に記載のとおり、第1四半期連結会計

　　　　期間より、たな卸資産の評価方法を変更しております。これによるセグメント情報に与える影響は軽微であります。

【所在地別セグメント情報】

　前第3四半期連結累計期間（自　平成20年4月1日　至　平成20年12月31日）および当第3四半期連結累計期間

　（自　平成21年4月1日　至　平成21年12月31日）

　　全セグメントの売上高の合計に占める日本の割合が90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略して

　おります。

【海外売上高】

　前第3四半期連結累計期間（自　平成20年4月1日　至　平成20年12月31日）および当第3四半期連結累計期間

　（自　平成21年4月1日　至　平成21年12月31日）

　　海外売上高の合計が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

（6）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　  該当事項はありません。

営業費用

営業費用

16

3,327

売上高

2,169

営業利益又は営業損失（△）

7,062

（単位：百万円）

9,026

(1,039)260 －587 1,039

25,962

9 36 127

624 3,750

計
消 去 又

25,962 －

連  結
賃 貸 業

和装事業 洋装事業
陳列用器具の 建 物 のﾎｰﾑﾌｧﾆｼﾝｸﾞ

事業 賃 貸 業 は 全 社
その他事業

（単位：百万円）

和装事業 洋装事業
ﾎｰﾑﾌｧﾆｼﾝｸﾞ

事業
陳列用器具の 建 物 の

その他事業 計
消 去 又

連  結
賃 貸 業 賃 貸 業 は 全 社

売上高

11,162 7,833 2,273 4,165

0

－414 3,588 29,438

24 3 523

29,438

42 －

営業利益又は営業損失（△）

859 (859)264
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