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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 10,546 △12.3 864 △30.9 839 △31.2 481 △32.8

21年3月期第3四半期 12,029 ― 1,252 ― 1,221 ― 716 ―

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 18.09 ―

21年3月期第3四半期 26.93 ―

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 12,197 6,041 49.5 227.05
21年3月期 12,479 5,681 45.5 213.46

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  6,041百万円 21年3月期  5,681百万円

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 ― ― ― 4.00 4.00
22年3月期 ― ― ―

22年3月期 
（予想）

4.00 4.00

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 13,800 △8.7 760 △37.6 740 △36.7 420 △19.2 15.78

－ 1 －



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、３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、３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 

本資料に記載されている実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。 

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 26,708,668株 21年3月期  26,708,668株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  99,059株 21年3月期  91,812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 26,612,706株 21年3月期第3四半期 26,624,534株
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当第３四半期連結累計期間における日本経済は、平成20年秋以降の世界的な金融危機と景気停滞局面の中で一部

には持ち直しの動きが見られるものの、企業収益や雇用情勢等の先行き不透明感が引続き根強く、個人消費も冷え

込んだままであり、いまだ本格的な景気回復は厳しい状況となっております。当社グループの主要販売先である百

貨店及びチェーンストアの売上高も消費マインドの冷え込みにより、引続き厳しい状況が続いております。 

このような環境下、当第３四半期連結累計期間における当社グループの売上高は、105億46百万円と前年同四半期

比12.3％の減収となりました。主因といたしましては、全体として消費マインドの冷え込みによるマーケット縮小

の影響をまともに受けていることに加えて、高額品への需要の落ち込みを背景に宝飾品等の衣服装飾品が引続き低

迷したこと、天候不順により洋傘・パラソル・レイングッズの販売が不振であったこと、首周りアイテムのトレン

ドが終息しストール等の洋品の販売が落ち込んだこと等であります。同業者が平成20年秋に経営破綻し、市場から

退場した影響により大幅なシェア拡大となりました帽子の販売は大変好調に推移いたしましたが、他の商材の販売

不振分を補いきれず、全体として前年同四半期を下回りました。 

損益面では、粗利益率の改善、円高による仕入コスト低下、販売費及び一般管理費の削減等を実施いたしました

が、大幅な減収による収益押し下げ要因を補いきれなかったことから、営業利益は８億64百万円（前年同四半期比

30.9％減）、経常利益は８億39百万円（前年同四半期比31.2％減）、四半期純利益は４億81百万円（前年同四半期

比32.8％減）となりました。 

   

当第３四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末と比べ２億82百万円減少して121億97百万円となりま

した。この主な要因は、受取手形及び売掛金が８億68百万円減少したこと、現金及び預金が４億76百万円増加した

ことによるものです。 

負債合計は、前連結会計年度末と比べ６億42百万円減少して61億55百万円となりました。この主な要因は、支払

手形及び買掛金が６億６百万円減少したこと、未払法人税等が４億65百万円減少したことによるものです。また純

資産合計は、前連結会計年度末と比べ３億60百万円増加して60億41百万円となりました。この主な要因は、四半期

純利益を４億81百万円計上したことによるものです。 

  

  

今後の経済情勢につきましては、世界的な景気後退による環境悪化が継続されるリスクが高く、日本国内にお 

ける個人消費マインドも、引続き厳しい状況が続くものと予想されます。 

かかる状況を勘案いたしまして、通期の連結業績予想につきましては、平成21年11月10日に発表いたしました業

績予想から変更はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

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たな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

の実地たな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 法人税等の算定方法  

 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。 

③ 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、減価償却費の年額を期間按分する方法によっております。 

  

  

該当事項はありません。  

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

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
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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 1,567,397 1,091,247

受取手形及び売掛金 2,259,516 3,128,201

商品及び製品 3,029,276 2,994,432

仕掛品 26,689 31,447

原材料及び貯蔵品 95,021 89,417

その他 362,276 363,226

貸倒引当金 △88,386 △73,338

流動資産合計 7,251,792 7,624,634

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,325,655 2,294,973

その他（純額） 592,693 644,429

有形固定資産合計 2,918,348 2,939,402

無形固定資産   

のれん 85,500 114,000

その他 67,151 38,722

無形固定資産合計 152,651 152,722

投資その他の資産   

敷金及び保証金 1,085,944 1,356,135

投資不動産（純額） 426,520 －

その他 442,037 499,980

貸倒引当金 △89,323 △100,071

投資その他の資産合計 1,865,177 1,756,045

固定資産合計 4,936,177 4,848,169

繰延資産 9,418 7,190

資産合計 12,197,388 12,479,994

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,611,361 2,217,460

短期借入金 243,820 112,220

1年内償還予定の社債 425,000 850,000

未払法人税等 61,149 526,777

賞与引当金 34,800 116,600

返品調整引当金 250,700 146,600

その他 420,823 380,885

流動負債合計 3,047,653 4,350,543

固定負債   

社債 600,000 200,000

長期借入金 1,993,229 1,775,309

退職給付引当金 301,936 281,688

役員退職慰労引当金 － 183,940

その他 212,751 6,916

固定負債合計 3,107,916 2,447,854

負債合計 6,155,570 6,798,398
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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 3,339,794 3,339,794

資本剰余金 1,039,578 1,039,578

利益剰余金 1,689,533 1,314,551

自己株式 △12,726 △11,874

株主資本合計 6,056,180 5,682,050

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,738 △1,596

繰延ヘッジ損益 4,561 16,150

為替換算調整勘定 △17,185 △15,008

評価・換算差額等合計 △14,362 △454

純資産合計 6,041,817 5,681,596

負債純資産合計 12,197,388 12,479,994
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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 12,029,935 10,546,747

売上原価 6,781,989 5,768,670

売上総利益 5,247,945 4,778,077

返品調整引当金戻入額 118,700 146,600

返品調整引当金繰入額 242,000 250,700

差引売上総利益 5,124,645 4,673,977

販売費及び一般管理費 3,872,091 3,809,478

営業利益 1,252,554 864,498

営業外収益   

受取利息 8,898 6,175

受取配当金 61 92

為替差益 60,584 36,686

不動産賃貸料 31,180 37,090

その他 14,988 4,331

営業外収益合計 115,713 84,376

営業外費用   

支払利息 67,730 40,837

貸与資産賃借料 47,700 37,100

その他 31,735 31,650

営業外費用合計 147,165 109,588

経常利益 1,221,102 839,286

特別利益   

固定資産売却益 168,970 －

貸倒引当金戻入額 － 7,624

その他 17,191 －

特別利益合計 186,162 7,624

特別損失   

たな卸資産評価損 123,057 －

その他 17,451 －

特別損失合計 140,509 －

税金等調整前四半期純利益 1,266,755 846,911

法人税、住民税及び事業税 605,572 324,238

法人税等調整額 △55,734 41,224

法人税等合計 549,838 365,462

四半期純利益 716,917 481,449
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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 1,266,755 846,911

減価償却費 44,248 47,462

のれん償却額 48,187 28,500

返品調整引当金の増減額（△は減少） 123,300 104,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） △680 20,259

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △407 △183,940

賞与引当金の増減額（△は減少） △11,067 △81,800

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,368 4,300

受取利息及び受取配当金 △8,960 △6,267

支払利息 67,730 40,837

固定資産売却損益（△は益） △168,970 －

売上債権の増減額（△は増加） 212,576 864,695

たな卸資産の増減額（△は増加） 260,759 △35,851

仕入債務の増減額（△は減少） △34,043 △600,444

未払消費税等の増減額（△は減少） 149,274 △24,856

その他 18,282 270,917

小計 1,964,615 1,294,823

利息及び配当金の受取額 7,310 4,982

利息の支払額 △47,735 △35,648

法人税等の支払額 △265,352 △784,893

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,658,837 479,263

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 △459,500 －

定期預金の払戻による収入 125,000 －

有形固定資産の取得による支出 △15,463 △433,906

有形固定資産の売却による収入 1,970,925 －

敷金の差入による支出 △21,784 △27,200

差入保証金の回収による収入 － 277,879

貸付けによる支出 △321,864 △59,009

貸付金の回収による収入 131,534 43,390

その他 △4,822 △9,366

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,404,025 △208,212
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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) 

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） △856,739 △14,000

長期借入れによる収入 200,000 975,000

長期借入金の返済による支出 △1,410,661 △611,480

社債の発行による収入 － 400,000

社債の償還による支出 △125,000 △425,000

自己株式の取得による支出 △871 △851

配当金の支払額 △53,256 △105,767

その他 △4,277 △10,537

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,250,805 207,363

現金及び現金同等物に係る換算差額 △5,554 △2,264

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 806,502 476,150

現金及び現金同等物の期首残高 1,463,029 1,091,247

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,269,532 1,567,397
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 該当事項はありません。 

  

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） 

  

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） 

   

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。 

  

（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〕

  
衣服装飾品
（千円） 

身回り品
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

外部顧客に対する売上高  2,445,758  9,584,176  12,029,935  －  12,029,935

計  2,445,758  9,584,176  12,029,935  －  12,029,935

営業利益  490,864  948,024  1,438,888 (186,334)  1,252,554

  
衣服装飾品
（千円） 

身回り品
（千円） 

計（千円）
消去又は全社 
（千円） 

連結
（千円） 

売上高           

外部顧客に対する売上高  2,116,557  8,430,189  10,546,747  －  10,546,747

計  2,116,557  8,430,189  10,546,747  －  10,546,747

営業利益  459,739  616,220  1,075,960 (211,461)  864,498

〔所在地別セグメント情報〕

  
日本

（千円） 
中国

（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  11,805,797  224,137  12,029,935  －  12,029,935

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 －  1,666,769  1,666,769 ( )1,666,769  －

計  11,805,797  1,890,907  13,696,704 ( )1,666,769  12,029,935

営業利益  1,215,433  36,826  1,252,259  295  1,252,554

  
日本

（千円） 
中国

（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  10,369,633  177,113  10,546,747  －  10,546,747

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 11,906  1,442,871  1,454,778 ( )1,454,778  －

計  10,381,540  1,619,984  12,001,525 ( )1,454,778  10,546,747

営業利益  825,071  36,009  861,080  3,418  864,498

〔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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