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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 8,283 △13.6 △279 ― △299 ― △272 ―
21年3月期第3四半期 9,582 △11.2 △212 ― △228 ― 372 ―

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 △24.81 ―
21年3月期第3四半期 33.93 ―

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 13,258 5,007 37.8 455.97
21年3月期 13,435 5,296 39.4 482.22

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  5,007百万円 21年3月期  5,296百万円

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 0.00
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 11,100 △9.7 △170 ― △190 ― △170 ― △15.48
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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  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） 

(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 
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、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当たっての注意事項等については、
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 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 11,000,000株 21年3月期  11,000,000株
② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  17,290株 21年3月期  17,050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 10,982,745株 21年3月期第3四半期 10,983,812株
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 当第３四半期連結累計期間におけるわが国の経済情勢は、世界的な景気停滞の影響を背景にした企業の生産調整や

設備投資の減少等に一部下げ止まりがみられましたものの、個人消費は厳しい雇用や所得環境の継続により全般的に

低水準で推移するとともに、円高の進行や株式市場の低迷、またデフレ懸念等から景気は全般に不透明な厳しい状況

で推移いたしました。 

 当社グループの属する和装業界におきましても消費低迷と低価格化志向、また業種を超えた企業間競争の激化など

厳しい市場状況が継続しております。 

 このような状況の下、当社グループは、消費者への商品提案を中心としたブランド戦略やリーズナブルな商品の開

発等商品の枠組みの見直しを行うとともに、催事展開の効率化や店頭販促企画の推進、組織のスリム化による固定費

の削減など営業効率の改善に努めてまいりました。 

 しかし、結果といたしまして、当第３四半期連結累計期間の売上高は8,283百万円(前年同期比13.6％減)となりま

した。利益面におきましては、人件費を始めに販売費及び一般管理費の縮減を図りましたものの、減収による売上総

利益の減少を補うことができず、営業損失は279百万円（前年同期は212百万円）となり、経常損失は299百万円（前

年同期は228百万円）、四半期純損失は272百万円（前年同期は372百万円の四半期純利益）となりました。 

  

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 きもの事業 

 きもの事業におきましては、消費需要の低迷と信販取組の慎重姿勢の影響から高額商品の販売が振るわず厳しい状

況で推移いたしました。このような状況下、当事業では、「和」の文化を活かした消費者の方の理解を得やすい提案

に心がけたブランド商品やリーズナブルな商品の展開を行うとともに、原価の見直しを実施、また、小売店頭活性化

に向けた販売促進企画の提案や得意先催事の深耕等営業活動の推進と在庫効率、コストの見直し等事業効率の改善に

努めてまいりました。しかし、市況は厳しく、結果といたしまして、売上高は4,948百万円（前年同期比17.3％

減）、営業損失は49百万円（前年同期は190百万円の営業利益）となりました。 

② ジュエリー事業 

 宝石業界におきましては、消費需要の低迷から高額商品の販売が伸びず厳しい市場状況で推移いたしました。この

ような状況下、当事業では、多様な消費者ニーズへの対応を図るべくスペインの貴金属工芸装飾品「カレラ イ カ

レラ」製品の展開、またダイヤや色石等の素材商品につきましてはファッション性と価格競争力の強化と充実を図る

とともに、事業効率の改善に鋭意努力してまいりました。結果といたしまして、売上高は1,563百万円（前年同期比

11.8％減）、営業利益は29百万円（前年同期比826.0％増）となりました。 

③ ファッション事業 

 毛皮・レザー等の重衣料商品全般は、温暖化傾向から厳しい状況で推移いたしました。このような状況下、当事業

では、コート等重衣料におきましては当社取扱ブランド商品を中心にファッション性と軽量化をマッチさせた商品展

開、またハンドバッグにおきましてはオストリッチや爬虫類素材の高級品の拡販に努めるとともに、原価率改善、催

事効率の見直し等事業効率の向上に努力してまいりました。結果といたしまして、売上高は1,770百万円（前年同期

比3.1％減）、営業利益は282百万円（前年同期比19.0％増）となりました。 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は13,258百万円となり前連結会計年度末に比べ177百万円の減少とな

りました。 

 流動資産は9,152百万円となり、前連結会計年度末に比べ110百万円の減少となりました。主な要因は現金及び預金

が425百万円の減少に対し、商品及び製品が182百万円増加したことによります。 

 固定資産は4,105百万円となり、前連結会計年度末に比べ66百万円の減少となりました。主な要因は投資有価証券

が45百万円減少したことによります。 

流動負債は6,248百万円となり、前連結会計年度末に比べ183百万円の増加となりました。主な要因は支払手形及

び買掛金が100百万円、短期借入金が102百万円増加したことによります。 

固定負債は2,002百万円となり、前連結会計年度末に比べ72百万円の減少となりました。主な要因は長期借入金が

67百万円減少したことによります。 

純資産合計は5,007百万円となり、前連結会計年度末に比べ288百万円の減少となりました。主な要因は利益剰余

金が272百万円減少したことによります。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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（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、1,328百万円となり前連結

会計年度に比べ425百万円減少いたしました。 

 なお、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。

 営業活動により使用した資金は477百万円（前年同期は515百万円の使用）となりました。主な要因は仕入債務の増

加額100百万円に対し、税金等調整前当期純損失272百万円、貸倒引当金の減少額101百万円、たな卸資産の増加額182

百万円によります。 

 投資活動により獲得した資金は23百万円（前年同期は29百万円の使用）となりました。主な要因は保険積立金の解

約による収入35百万円によります。 

 財務活動により獲得した資金は28百万円（前年同期は537百万円の獲得）となりました。主な要因は短期借入金の

純増額150百万円に対し、長期借入金の返済よる支出115百万円によります。  

 当第３四半期の業績は、前述の通り厳しい状況で推移しておりますが、引き続き積極的な販促活動と原価並びに販

売費及び一般管理費の見直し等営業効率改善によるコスト削減を推進していることから、現段階におきましては、平

成21年11月10日付「平成22年３月期第２四半期決算短信」で公表いたしました通期の業績予想に変更はありません。

 今後、業績予想数値に修正が生じる場合は速やかに公表いたします。 

該当事項はありません。  

該当事項はありません。 

（追加情報） 

（役員退職慰労引当金の廃止） 

 当社は役員の退職慰労金の支払いに備えるため、役員退職慰労引当金を計上しておりましたが、平成21年6月

29日開催の定時株主総会の日をもって役員退職慰労金制度を廃止することが決議されました。  

 同制度の廃止に伴い、本総会終結日以前の在任分についての役員退職慰労金について、打ち切り支給すること

になりました。 

 なお、支給時期は各役員それぞれの退任時とし、役員退職慰労引当金は全額を取崩し退任時まで、固定負債の

「その他」として計上しております。  

 当社グループは、平成18年以降「きもの過量販売問題」の発生と相次ぐ大手小売店の蹉跌等により、きもの市

場が急速に縮小したことに伴い継続的に売上高が減少しており、平成19年３月期連結会計年度以降３期連続して

営業損失及び経常損失を計上し、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）に

おきましてもこの流れは変わらず279,792千円の営業損失、299,924千円の経常損失を計上している状況にあり、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社グループは、当該状況を解消すべく、市場環境の変化に対応できる組織編成を行うとともに、営業面にお

きましては、商品供給と販売促進活動等リテイル・サポートによる得意先との密接な取引関係の構築を第一に、

重点得意先に対する販売促進活動を実施、また、仕入調達コストの見直しと商品制作や共同開発等メーカー・サ

ポートを行うことにより、売上の維持・拡大及び売上総利益率の向上を確保する考えでおります。 

 販売費及び一般管理費におきましては、収益状況に見合った適正な要員の実現と生産性の向上を目的に平成20

年12月の希望退職者募集の実施等人件費の見直しと削減を行うとともに、展示会関係費用、旅費交通費など販売

費及び一般管理費の効率化推進による削減の強化を行う考えでおります。 

 また、資産につきましては、在庫リスク及び債権リスクへの対応を鑑み、在庫回転率重視による在庫水準の引

下げ、売上債権回転期間の向上等経営資源の見直しによる資産効率向上を図り経営の安定化を図る考えでおりま

す。 

 しかし、上記の対応策につきましては、今後の消費需要や経済環境の動向並びに取引先、金融機関等関係先の

方針に左右されること等の蓋然性が高いことから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れます。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の

影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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

（４）継続企業の前提に関する重要事象等
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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：千円）

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 1,328,343 1,753,913

受取手形及び売掛金 4,377,215 4,327,108

商品及び製品 3,430,163 3,247,826

その他 107,658 95,905

貸倒引当金 △90,840 △161,480

流動資産合計 9,152,541 9,263,274

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,366,797 1,366,797

その他（純額） 1,172,619 1,179,856

有形固定資産合計 2,539,417 2,546,654

無形固定資産 520 520

投資その他の資産   

投資有価証券 696,352 742,013

その他 1,299,451 1,344,128

貸倒引当金 △430,268 △460,990

投資その他の資産合計 1,565,536 1,625,151

固定資産合計 4,105,473 4,172,325

資産合計 13,258,015 13,435,600

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,540,467 2,439,878

短期借入金 3,373,920 3,271,920

未払法人税等 7,155 13,353

賞与引当金 46,810 93,296

売上割戻引当金 11,036 10,243

その他 268,647 235,651

流動負債合計 6,248,036 6,064,342

固定負債   

長期借入金 1,521,960 1,589,400

退職給付引当金 46,092 17,296

役員退職慰労引当金 － 242,979

その他 434,140 225,373

固定負債合計 2,002,192 2,075,048

負債合計 8,250,228 8,139,391
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（単位：千円）

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,857,196 1,857,196

資本剰余金 1,577,320 1,577,320

利益剰余金 3,790,378 4,062,816

自己株式 △5,301 △5,277

株主資本合計 7,219,593 7,492,054

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 99,728 115,688

土地再評価差額金 △2,311,535 △2,311,535

評価・換算差額等合計 △2,211,806 △2,195,846

純資産合計 5,007,786 5,296,208

負債純資産合計 13,258,015 13,435,600
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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：千円）

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 9,582,031 8,283,317

売上原価 6,295,726 5,601,526

売上総利益 3,286,304 2,681,790

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 139,408 126,392

販売促進費 551,370 498,565

広告宣伝費 69,156 53,900

貸倒引当金繰入額 128,331 70,324

役員報酬 99,381 68,217

給料手当及び賞与 1,121,585 919,662

賞与引当金繰入額 81,678 46,810

役員退職慰労引当金繰入額 10,047 －

退職給付費用 134,795 117,412

福利厚生費 189,280 148,561

旅費 477,634 423,392

減価償却費 56,827 55,857

その他 438,860 432,487

販売費及び一般管理費合計 3,498,356 2,961,583

営業損失（△） △212,052 △279,792

営業外収益   

受取利息 1,773 761

受取配当金 14,621 8,054

不動産賃貸料 54,768 46,856

その他 20,216 22,020

営業外収益合計 91,379 77,693

営業外費用   

支払利息 69,023 56,486

不動産賃貸費用 32,807 31,774

その他 6,481 9,563

営業外費用合計 108,311 97,825

経常損失（△） △228,984 △299,924

特別利益   

貸倒引当金戻入額 786,840 31,553

役員退職金返上額 － 7,044

その他 － 4,015

特別利益合計 786,840 42,613

特別損失   

減損損失 17,532 －

貸倒引当金繰入額 7,351 －

投資有価証券評価損 69,106 14,846

特別退職金 102,959 －

その他 6,526 34

特別損失合計 203,476 14,880

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

354,378 △272,192
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（単位：千円）

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) 

法人税、住民税及び事業税 4,114 4,114

法人税等調整額 △22,396 △3,869

法人税等合計 △18,281 245

四半期純利益又は四半期純損失（△） 372,660 △272,437
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 3,311,859 2,975,850

売上原価 2,179,641 2,023,390

売上総利益 1,132,217 952,459

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 47,887 43,087

販売促進費 188,001 161,004

広告宣伝費 21,934 18,862

貸倒引当金繰入額 91,710 34,231

役員報酬 27,441 20,403

給料手当及び賞与 396,949 261,020

賞与引当金繰入額 8,418 46,810

役員退職慰労引当金繰入額 3,200 －

退職給付費用 41,450 39,714

福利厚生費 68,091 46,467

旅費 158,104 144,517

減価償却費 18,869 19,549

その他 145,621 142,548

販売費及び一般管理費合計 1,217,679 978,216

営業損失（△） △85,461 △25,756

営業外収益   

受取利息 620 193

受取配当金 4,099 3,015

不動産賃貸料 17,113 14,281

その他 12,272 4,435

営業外収益合計 34,105 21,926

営業外費用   

支払利息 23,520 19,194

不動産賃貸費用 10,708 10,378

その他 42 276

営業外費用合計 34,270 29,850

経常損失（△） △85,626 △33,680

特別利益   

貸倒引当金戻入額 786,840 4,514

特別利益合計 786,840 4,514

特別損失   

減損損失 17,532 －

貸倒引当金繰入額 1,980 －

投資有価証券評価損 37,985 2,131

特別退職金 102,959 －

その他 6,504 34

特別損失合計 166,963 2,165

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

534,249 △31,331

法人税、住民税及び事業税 1,371 1,371

法人税等調整額 △8,423 △1,290

法人税等合計 △7,051 81

四半期純利益又は四半期純損失（△） 541,301 △31,412
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

354,378 △272,192

減価償却費 65,915 64,572

減損損失 17,532 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） 388 28,795

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △5,337 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △111,977 △46,486

貸倒引当金の増減額（△は減少） △676,939 △101,362

その他の引当金の増減額（△は減少） 3,221 792

受取利息及び受取配当金 △16,394 △8,816

支払利息 69,023 56,486

投資有価証券評価損益（△は益） 69,106 14,846

売上債権の増減額（△は増加） △54,135 △68,428

たな卸資産の増減額（△は増加） △411,834 △182,336

仕入債務の増減額（△は減少） 76,185 100,589

未払消費税等の増減額（△は減少） △9,024 △11,874

その他 174,792 3,088

小計 △455,097 △422,326

利息及び配当金の受取額 16,820 9,292

利息の支払額 △71,631 △58,674

法人税等の支払額 △5,486 △5,660

営業活動によるキャッシュ・フロー △515,395 △477,369

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の償還による収入 2,000 －

有形固定資産の取得による支出 △6,058 △475

投資有価証券の取得による支出 △21,181 △9,003

貸付けによる支出 △8,250 △1,000

貸付金の回収による収入 6,787 2,992

保険積立金の解約による収入 － 35,168

その他 △2,397 △4,126

投資活動によるキャッシュ・フロー △29,100 23,555

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） 700,000 150,000

長期借入金の返済による支出 △162,190 △115,440

リース債務の返済による支出 － △6,292

自己株式の取得による支出 △318 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー 537,491 28,243

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △7,003 △425,569

現金及び現金同等物の期首残高 1,035,383 1,753,913

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,028,379 1,328,343
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 当社グループは、平成18年以降「きもの過量販売問題」の発生と相次ぐ大手小売店の蹉跌等により、きもの市

場が急速に縮小したことに伴い継続的に売上高が減少しており、平成19年３月期連結会計年度以降３期連続して

営業損失及び経常損失を計上し、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）に

おきましてもこの流れは変わらず279,792千円の営業損失、299,924千円の経常損失を計上している状況にあり、

継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当社グループは、当該状況を解消すべく、市場環境の変化に対応できる組織編成を行うとともに、営業面にお

きましては、商品供給と販売促進活動等リテイル・サポートによる得意先との密接な取引関係の構築を第一に、

重点得意先に対する販売促進活動を実施、また、仕入調達コストの見直しと商品制作や共同開発等メーカー・サ

ポートを行うことにより、売上の維持・拡大及び売上総利益率の向上を確保する考えでおります。 

 販売費及び一般管理費におきましては、収益状況に見合った適正な要員の実現と生産性の向上を目的に平成20

年12月の希望退職者募集の実施等人件費の見直しと削減を行うとともに、展示会関係費用、旅費交通費など販売

費及び一般管理費の効率化推進による削減の強化を行う考えでおります。 

 また、資産につきましては、在庫リスク及び債権リスクへの対応を鑑み、在庫回転率重視による在庫水準の引

下げ、売上債権回転期間の向上等経営資源の見直しによる資産効率向上を図り経営の安定化を図る考えでおりま

す。 

 しかし、上記の対応策につきましては、今後の消費需要や経済環境の動向並びに取引先、金融機関等関係先の

方針に左右されること等の蓋然性が高いことから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認めら

れます。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の

影響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

  

前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

（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〕

  
きもの事業 
（千円） 

ジュエリー
事業 
（千円） 

ファッショ
ン事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  2,099,215  556,275  656,368  3,311,859  －  3,311,859

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  2,099,215  556,275  656,368  3,311,859  －  3,311,859

営業利益又は営業損失(△）  59,382  △30,705  68,896  97,574 (183,035)  △85,461

  
きもの事業 
（千円） 

ジュエリー
事業 
（千円） 

ファッショ
ン事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  1,710,767  535,244  729,837  2,975,850  －  2,975,850

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  1,710,767  535,244  729,837  2,975,850  －  2,975,850

営業利益又は営業損失(△）  △24,612  14,794  152,812  142,994 (168,751)  △25,756

-1-



  

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） 

  （注）1.商品の系列及び市場の類似性を考慮し、事業区分を行っております。 

2.各区分に属する主要な商品 

  

  前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日 至平成21年12月31日）並びに前第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）及び当第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）  

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

 前第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成21年10月１日 至平成21年12月31日）並びに前第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）及び当第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。 

  

  
きもの事業 
（千円） 

ジュエリー
事業 
（千円） 

ファッショ
ン事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  5,982,224  1,772,390  1,827,416  9,582,031  －  9,582,031

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  5,982,224  1,772,390  1,827,416  9,582,031  －  9,582,031

営業利益又は営業損失（△）  190,221  3,211  237,803  431,236 (643,288)  △212,052

  
きもの事業 
（千円） 

ジュエリー
事業 
（千円） 

ファッショ
ン事業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  4,948,825  1,563,707  1,770,784  8,283,317  －  8,283,317

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  4,948,825  1,563,707  1,770,784  8,283,317  －  8,283,317

営業利益又は営業損失（△）  △49,832  29,735  282,990  262,892 (542,685)  △279,792

事業区分 主要商品 

きもの事業 
白生地・色無地・小紋・附下・羽尺・留袖・振袖・喪服・訪問着・羽織・襦袢・

大島紬・結城紬・袋帯・祝着・男物きもの・ゆかた・和装小物等 

ジュエリー事業 指輪・ネックレス・ペンダント・ブローチ等 

ファッション事業 毛皮・レザー・バッグ・工芸品等 

〔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。 

６．その他の情報
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