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1.  平成22年3月期第3四半期の業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 1,535 △18.9 △15 ― △6 ― △16 ―

21年3月期第3四半期 1,892 ― 18 ― 32 ― △213 ―

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 △0.81 ―

21年3月期第3四半期 △10.41 ―

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 1,355 834 61.6 40.80
21年3月期 1,342 816 60.8 39.89

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  834百万円 21年3月期  816百万円

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）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 1,900 △17.6 △113 ― △105 ― △110 ― △5.36



4.  その他 

(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
「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」 

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

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 20,540,525株 21年3月期  20,540,525株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  77,196株 21年3月期  73,436株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年3月期第3四半期 20,464,466株 21年3月期第3四半期 20,471,690株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

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。 



 当第３四半期累計期間におけるわが国経済は、一昨年来の世界的な金融危機の影響による景気低迷のもと、企業収

益や雇用情勢の悪化など、依然として厳しい状況下で推移いたしました。 

 当オーダー小売業界におきましても、所得環境の悪化等からの消費マインドの冷え込み、デフレ基調が続くなど、

依然厳しい消費環境が続いております。 

 このような状況のなか当社は、厳しい環境が当面継続すると認識し、製造コストの削減及び徹底した経費管理に努

め、収益性の改善に取り組んでまいりました。また、売上面では、新規企画商品として、「ニットジャケット」を展

開するとともに、レディースオーダースーツの拡販に努めてまいりました。 

 これらの経営施策により、粗利益率の改善及び経費削減は進んでおりますが、消費低迷による来店客数の減少等が

大きく影響し、当第３四半期累計期間の売上高は1,535百万円（前年同期比18.9％減）となりました。損益面につき

ましても、売上高の減少が大きく影響し、販売費及び一般管理費を補う粗利益を確保できず、営業損失15百万円（前

年同期営業利益18百万円）、経常損失６百万円（前年同期経常利益32百万円）、四半期純損失16百万円（前年同期純

損失213百万円）となりました。  

  

(1) 資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

 当第３四半期会計期間末の総資産は、前期末に比べ12百万円増加し1,355百万円となりました。その主な要因は、

現金及び預金の増加などによるものであります。 

（負債の部）  

 当第３四半期会計期間末の負債合計は、前期末に比べ５百万円減少し520百万円となりました。その主な要因は、

長期預り金の減少などによるものであります。 

（純資産の部） 

 当第３四半期会計期間末の純資産合計は、前期末に比べ17百万円増加し834百万円となりました。その主な要因

は、その他有価証券評価差額金の増加から四半期純損失の計上に伴う利益剰余金の減少の差引によるものでありま

す。 

  

(2) キャッシュ・フローの状況  

 当第３四半期会計期間末の現金及び現金同等物は、前期末と比べ57百万円増加し、346百万円となりました。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当第３四半期会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、32百万円となりました。これは主に、利息

及び配当金の受取額など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） 

 当第３四半期会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、28百万円となりました。これは主に、投資

有価証券の売却による収入及び保証金の返還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） 

 当第３四半期会計期間における財務活動によるキャッシュ・フローは、△１百万円となりました。これは主に、リ

ース債務の返済によるものであります。 

  

  

平成21年11月６日付の「平成22年３月期 第2四半期決算短信」において公表しました業績予想から、変更はありま

せん。  

  

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報

３．業績予想に関する定性的情報



  

① 棚卸資産の評価方法 

 当第３四半期会計期間末における棚卸高の算定に関して、実地棚卸を省略し第２四半期会計期間末に係る実地

棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する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、当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。  

  

  

該当事項はありません。  

  

  

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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



５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 346,934 289,717

受取手形及び売掛金 113,556 131,687

原材料 8,914 7,914

仕掛品 4,640 5,996

前払費用 19,191 19,406

未収入金 6,569 3,051

その他 11,951 28,020

貸倒引当金 △42,240 △40,640

流動資産合計 469,518 445,154

固定資産   

有形固定資産 14,766 15,487

無形固定資産 2,689 2,487

投資その他の資産   

投資有価証券 489,778 476,541

関係会社株式 35,000 35,000

出資金 121 121

長期貸付金 36,162 39,668

破産更生債権等 49,442 52,702

敷金及び保証金 312,470 332,754

その他 13,638 13,936

貸倒引当金 △68,559 △71,659

投資その他の資産合計 868,054 879,065

固定資産合計 885,510 897,040

資産合計 1,355,028 1,342,194

負債の部   

流動負債   

買掛金 96,966 90,562

未払金 25,048 17,498

未払法人税等 12,174 16,063

未払費用 21,907 25,287

賞与引当金 － 6,500

その他 19,010 19,048

流動負債合計 175,106 174,960

固定負債   

退職給付引当金 185,324 170,373

役員退職慰労引当金 20,160 18,510

長期預り金 135,996 158,390

その他 4,138 3,628

固定負債合計 345,620 350,902

負債合計 520,726 525,863



（単位：千円）

当第３四半期会計期間末 
(平成21年12月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,027,026 1,027,026

利益剰余金 △154,372 △137,844

自己株式 △7,318 △7,094

株主資本合計 865,335 882,087

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △31,032 △65,756

評価・換算差額等合計 △31,032 △65,756

純資産合計 834,302 816,331

負債純資産合計 1,355,028 1,342,194



（２）四半期損益計算書 
（第３四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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 1,892,638 1,535,564

売上原価 923,207 734,978

売上総利益 969,431 800,585

販売費及び一般管理費 951,339 816,338

営業利益又は営業損失（△） 18,091 △15,752

営業外収益   

受取利息 15,312 6,333

受取配当金 － 1,277

その他 2,327 4,716

営業外収益合計 17,640 12,327

営業外費用   

支払利息 140 97

為替差損 3,480 2,311

その他 2 478

営業外費用合計 3,623 2,887

経常利益又は経常損失（△） 32,108 △6,311

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 6,500

貸倒引当金戻入額 12,281 1,500

特別利益合計 12,281 8,000

特別損失   

投資有価証券売却損 － 7,634

投資有価証券評価損 158,308 －

過年度退職給付費用 74,693 －

店舗閉鎖損失 6,484 －

固定資産除却損 5,237 －

減損損失 2,217 －

特別損失合計 246,939 7,634

税引前四半期純損失（△） △202,549 △5,946

法人税、住民税及び事業税 10,581 10,581

法人税等合計 10,581 10,581

四半期純損失（△） △213,131 △16,527



（第３四半期会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当第３四半期会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 689,704 575,664

売上原価 334,847 272,159

売上総利益 354,857 303,504

販売費及び一般管理費 298,464 270,699

営業利益 56,392 32,805

営業外収益   

受取利息 5,475 378

受取配当金 － 1,277

為替差益 － 709

保証金敷引収入 － 1,742

その他 838 834

営業外収益合計 6,313 4,942

営業外費用   

支払利息 － 34

為替差損 4,765 －

雑支出 － 478

営業外費用合計 4,765 513

経常利益 57,940 37,234

特別利益   

貸倒引当金戻入額 7,700 △800

特別利益合計 7,700 △800

特別損失   

投資有価証券売却損 － 7,634

店舗閉鎖損失 6,196 －

固定資産除却損 4,241 －

特別損失合計 10,438 7,634

税引前四半期純利益 55,202 28,800

法人税、住民税及び事業税 3,527 3,527

法人税等合計 3,527 3,527

四半期純利益 51,674 25,273



（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期累計期間 
(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   

税引前四半期純損失（△） △202,549 △5,946

減価償却費 6,874 3,588

店舗閉鎖損失 6,484 －

固定資産除却損 5,237 －

減損損失 2,217 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,600 △1,500

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,500 △6,500

退職給付引当金の増減額（△は減少） 84,348 14,951

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,680 1,650

受取利息及び受取配当金 △15,312 △7,611

支払利息 140 97

投資有価証券売却損益（△は益） － 7,634

投資有価証券評価損益（△は益） 158,308 －

為替差損益（△は益） 3,480 2,311

売上債権の増減額（△は増加） 37,297 18,131

たな卸資産の増減額（△は増加） 352 355

その他の資産の増減額（△は増加） 9,773 2,452

仕入債務の増減額（△は減少） △11,202 6,403

未払消費税等の増減額（△は減少） △1,174 7

その他の負債の増減額（△は減少） △4,438 △10,468

小計 60,416 25,557

利息及び配当金の受取額 20,665 20,892

利息の支払額 △94 △97

法人税等の支払額 △14,082 △14,109

営業活動によるキャッシュ・フロー 66,905 32,243

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 △3,004 △290

無形固定資産の取得による支出 － △395

投資有価証券の取得による支出 △400,000 △119,911

投資有価証券の売却による収入 － 133,764

投資有価証券の償還による収入 400,000 －

長期前払費用の取得による支出 △1,000 －

敷金及び保証金の差入による支出 △2,950 －

敷金及び保証金の回収による収入 23,602 11,374

貸付けによる支出 △3,156 △2,857

貸付金の回収による収入 7,436 6,673

投資活動によるキャッシュ・フロー 20,928 28,357

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △30,000 －

リース債務の返済による支出 － △847

自己株式の取得による支出 △407 △224

財務活動によるキャッシュ・フロー △30,407 △1,072

現金及び現金同等物に係る換算差額 △3,480 △2,311

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 53,946 57,217

現金及び現金同等物の期首残高 264,166 289,717

現金及び現金同等物の四半期末残高 318,112 346,934



 該当事項はありません。 

  

 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）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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