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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3月21日～平成21年12月20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 9,684 ― △609 ― △637 ― △958 ―

21年3月期第3四半期 10,963 1.0 △166 ― △171 ― △173 ―

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 △37.83 ―

21年3月期第3四半期 △6.76 ―

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 15,106 7,933 52.5 313.12
21年3月期 15,718 8,858 56.4 349.55

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  7,933百万円 21年3月期  8,858百万円

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 ― 2.00 2.00
22年3月期 ― 0.00 ―

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3月21日～平成22年3月20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 12,600 △14.6 △1,450 ― △1,500 ― △2,000 ― △78.93



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） 

（注）詳細は４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．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、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
は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合があります。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等について
は、3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。 
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3月期第3四半期 27,670,642株 21年3月期  27,670,642株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  2,333,956株 21年3月期  2,326,888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 25,338,689株 21年3月期第3四半期 25,648,476株



 当第３四半期連結累計期間（平成21年３月21日～平成21年12月20日）におけるわが国経済は、一昨秋からの世界

的な金融・経済危機による景気後退の影響が色濃く残り、景気は大規模な経済政策の下支えにより部分的に持ち直

しの兆しがあるものの、全般的には企業業績の悪化に伴う雇用情勢や所得環境は依然として厳しさが続く中、総じ

て低調に推移いたしました。 

 当アパレル業界におきましては、百貨店をはじめとする小売市場における婦人衣料品売上高の前年を大幅に割り

込む状況は第３四半期においても好転せず、消費者の生活防衛意識や節約志向から、長期化する買い控え傾向など

により商況は極めて厳しいまま推移いたしました。 

 このような状況のもと当社グループは、高品質かつ付加価値の高い製品を提供してお客様一人ひとりのラピーヌ

製品に対する信頼度・満足度アップを目指す商品開発と営業活動を継続するとともに、一方では採算改善が見込め

ないお取引の解消や人件費を含むコスト削減に取り組んでまいりました。 

 しかしながら、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高96億84百万円にとどまり、損益面におきましては、

第３四半期における販売費及び一般管理費の削減効果や売上総利益率の回復傾向がありましたものの、累計では営

業損失6億9百万円、経常損失6億37百万円となり、当四半期純損益は9億58百万円の純損失となりました。  

  

（１）資産、負債、純資産の状況 

 当第３四半期連結会計期間末における資産合計は 百万円（前連結会計年度末比6億11百万円減少）、負債

合計は 百万円（前連結会計年度末比3億13百万円増加）となり、純資産合計は 百万円（前連結会計年

度末比9億25百万円減少）となりました。 

  

（２）キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純損失が

百万円となり、役員退職慰労引当金の減少 百万円などの支出がありましたが、仕入債務の増加 百万円や

売上債権の減少 百万円、棚卸資産の減少 百万円などの収入により、 百万円の収入となりました。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の減少による収入

百万円や投資有価証券の売却による収入 百万円などにより、 百万円の収入となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期連結累計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払 百万円、社債の償還

百万円、長期借入金の返済 円などがありましたが、社債発行による収入 百万円により、 百万円の

収入となりました。 

 以上の結果、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の残高は、前連結会計年度末に比べて

百万円増加して、 百万円となりました。 

  

 平成21年８月３日付で公表いたしました平成22年３月期通期の連結業績予想を修正しております。修正の詳細につ

きましては、本日別途公表する「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照下さい。 

  

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

151億6

71億72 79億33

6億81

1億14 2億27

6億5 2億57 4億30

2億18

1億91 3億69

51

95 1億 5億85 3億36

11億37 26億3

３．連結業績予想に関する定性的情報



 該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。  

  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

 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。 

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」（平成20年８月７日 内閣府令第50号）附則第７条第１項第５号ただし書きにより、改正後の四半期

連結財務諸表規則を適用しております。 

  

②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

棚卸資産 

 通常の販売目的で保有する棚卸資産については、従来、主として総平均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、主として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。 

これによる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



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３四半期連結会計期間末
(平成21年12月20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20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,603,027 1,465,817

受取手形及び売掛金 2,044,153 2,650,090

製品 3,276,968 3,511,832

原材料 52,980 48,405

仕掛品 216,557 243,867

繰延税金資産 194,843 243,041

その他 144,363 142,971

貸倒引当金 △4,140 △10,160

流動資産合計 8,528,754 8,295,867

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,476,782 1,567,921

機械装置及び運搬具（純額） 26,118 33,449

土地 3,341,243 3,341,243

その他（純額） 75,566 96,390

有形固定資産合計 4,919,710 5,039,004

無形固定資産   

のれん 54,647 127,529

その他 21,440 22,377

無形固定資産合計 76,087 149,907

投資その他の資産   

投資有価証券 604,913 724,960

差入保証金 839,619 1,054,081

繰延税金資産 － 212,453

その他 233,966 361,556

貸倒引当金 △96,912 △119,802

投資その他の資産合計 1,581,587 2,233,249

固定資産合計 6,577,385 7,422,160

資産合計 15,106,140 15,718,028



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月20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20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,229,074 1,001,974

短期借入金 3,170,000 3,170,000

1年内返済予定の長期借入金 101,200 126,200

1年内償還予定の社債 340,000 265,000

未払金 168,327 240,938

未払費用 232,867 263,062

未払法人税等 27,131 25,460

返品調整引当金 179,800 270,600

ポイント引当金 37,263 30,961

その他 140,369 157,957

流動負債合計 5,626,034 5,552,155

固定負債   

社債 950,000 520,000

長期借入金 512,900 588,800

役員退職慰労引当金 77,869 192,298

その他 5,808 5,808

固定負債合計 1,546,577 1,306,906

負債合計 7,172,611 6,859,061

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,354,021 4,354,021

資本剰余金 4,021,519 4,021,571

利益剰余金 △11,594 997,696

自己株式 △353,699 △353,146

株主資本合計 8,010,248 9,020,142

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △76,719 △161,176

評価・換算差額等合計 △76,719 △161,176

純資産合計 7,933,529 8,858,966

負債純資産合計 15,106,140 15,718,028



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年12月20日) 

売上高 9,684,897

売上原価 5,753,748

売上総利益 3,931,148

販売費及び一般管理費 4,540,253

営業損失（△） △609,104

営業外収益  

受取利息 2,619

受取配当金 11,615

生命保険配当金 12,483

保険解約返戻金 7,185

その他 23,419

営業外収益合計 57,324

営業外費用  

支払利息 63,158

社債発行費 14,599

その他 7,963

営業外費用合計 85,721

経常損失（△） △637,501

特別利益  

固定資産売却益 103

投資有価証券売却益 69,905

貸倒引当金戻入額 1,321

会員権売却益 110

特別利益合計 71,441

特別損失  

固定資産除売却損 11,811

投資有価証券評価損 91,906

減損損失 10,390

会員権評価損 40

会員権売却損 1,535

特別損失合計 115,683

税金等調整前四半期純損失（△） △681,743

法人税、住民税及び事業税 16,209

法人税等調整額 260,651

法人税等合計 276,860

四半期純損失（△） △958,603



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年12月20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（△） △681,743

減価償却費 127,657

減損損失 10,390

のれん償却額 72,882

固定資産除売却損益（△は益） 11,707

貸倒引当金の増減額（△は減少） △13,400

返品調整引当金の増減額（△は減少） △90,800

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △114,429

ポイント引当金の増減額（△は減少） 6,302

受取利息及び受取配当金 △14,235

支払利息 63,158

社債発行費 14,599

投資有価証券売却損益（△は益） △69,905

投資有価証券評価損益（△は益） 91,906

会員権売却損益（△は益） 1,425

会員権評価損 40

売上債権の増減額（△は増加） 605,936

たな卸資産の増減額（△は増加） 257,599

仕入債務の増減額（△は減少） 227,099

未払消費税等の増減額（△は減少） △16,983

その他 7,953

小計 497,162

利息及び配当金の受取額 14,235

利息の支払額 △70,313

法人税等の支払額 △10,794

営業活動によるキャッシュ・フロー 430,289

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 △31,301

有形固定資産の売却による収入 276

無形固定資産の取得による支出 △840

投資有価証券の取得による支出 △8,973

投資有価証券の売却による収入 191,187

会員権の売却による収入 6,174

差入保証金の増減額（△は増加） 218,829

その他 △5,359

投資活動によるキャッシュ・フロー 369,992

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △100,900

社債の発行による収入 585,400

社債の償還による支出 △95,000

自己株式の取得による支出 △655

自己株式の売却による収入 51

配当金の支払額 △51,970

財務活動によるキャッシュ・フロー 336,926

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,137,209

現金及び現金同等物の期首残高 1,465,817

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,603,027



 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。 

  

 当社グループは、婦人服製造販売事業以外に事業の種類がないため、記載を省略しております。  

  

 本邦以外の売上高はないため、記載を省略しております。  

  

 海外売上高はないため、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

〔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



「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（平成20年３月21日～12月20日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成21年３月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  10,963,712

Ⅱ 売上原価  6,113,935

売上総利益  4,849,776

Ⅲ 販売費及び一般管理費  5,016,116

営業損失（△） △166,339

Ⅳ 営業外収益  57,084

１ 受取利息・配当金  17,592

２ 仕入割引  16,430

３ その他  23,062

Ⅴ 営業外費用  62,022

１ 支払利息  58,771

２ その他  3,251

経常損失（△） △171,278

Ⅵ 特別利益  3,470

１ 貸倒引当金戻入額  3,470

Ⅶ 特別損失  70,467

１ 固定資産除売却損  1,337

２ 投資有価証券評価損  60,906

３ 減損損失  1,356

４ 閉店損失  6,867

税金等調整前四半期純損失（△） △238,275

税金費用 △64,991

四半期純損失（△） △173,283



前第３四半期連結累計期間（平成20年３月21日～12月20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３月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー 

１ 税金等調整前当期純損失（△） △238,275

２ 減価償却費  170,727

３ のれん償却額  72,882

４ 固定資産除売却損  1,337

５ 減損損失  1,356

６ 閉店損失  6,867

７ 投資有価証券評価損  60,906

８ 貸倒引当金の減少額 △7,530

９ 返品調整引当金の減少額 △102,500

10 役員退職慰労引当金の増加額  9,067

11 ポイント引当金の増加額  18,898

12 受取利息及び配当金 △17,592

13 支払利息  58,771

14 売上債権の減少額  897,910

15 棚卸資産の増加額 △612,996

16 仕入債務の減少額 △398,920

17 未払消費税等の減少額 △9,744

18 その他 △97,274

小計 △186,109

19 利息及び配当金の受取額  17,592

20 利息の支払額 △58,990

21 法人税等の支払額 △58,593

営業活動によるキャッシュ・フロー △286,101

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー 

１ 有形固定資産の取得による支出 △91,557

２ 無形固定資産の取得による支出 △1,805

３ 投資有価証券の取得による支出 △40,637

４ 差入保証金の純増加額 △21,872

５ その他  3,785

投資活動によるキャッシュ・フロー △152,087

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー 

１ 短期借入金の純増加額  300,000

２ 長期借入金の返済による支出 △178,000

３ 社債償還による支出 △90,000

４ 配当金の支払額 △153,909

５ 自己株式の取得による支出 △1,685

６ 自己株式の売却による収入  605

財務活動によるキャッシュ・フロー △122,988

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △561,177

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,688,960

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  1,127,782



当社グループは、婦人服製造販売事業以外の開示の対象とするセグメントは10％未満のため、記載を省略して

おります。 

  

本邦以外の売上高はないため、記載を省略しております。 

  

海外売上高はないため、記載を省略しております。  

  

（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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