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1.  22年3月期の連結業績（平成21年3月21日～平成22年3月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 12,634 △14.4 △1,502 ― △1,550 ― △1,957 ―

21年3月期 14,753 △3.0 △586 ― △595 ― △665 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年3月期 △77.24 ― △24.7 △10.5 △11.9

21年3月期 △26.04 ― △7.1 △3.7 △4.0

（参考） 持分法投資損益 22年3月期  ―百万円 21年3月期  ―百万円

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 13,836 6,992 50.5 276.00
21年3月期 15,718 8,858 56.4 349.55

（参考） 自己資本   22年3月期  6,992百万円 21年3月期  8,858百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

22年3月期 474 489 29 2,458
21年3月期 △195 △159 131 1,465

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 50 ― 0.5
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 
（予想）

― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  23年3月期の連結業績予想（平成22年3月21日～平成23年3月20日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期 
連結累計期間

6,300 △1.0 40 ― 20 ― △30 ― △1.18

通期 12,700 0.5 150 ― 100 ― 10 ― 0.39



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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注）詳細は、19ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 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  2,335,424株 21年3月期  2,326,888株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年3月期の個別業績（平成21年3月21日～平成22年3月20日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期 11,070 △14.1 △1,473 ― △1,509 ― △1,911 ―

21年3月期 12,892 △8.3 △533 ― △531 ― △617 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年3月期 △75.46 ―

21年3月期 △24.16 ―

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 13,773 7,066 51.3 278.92
21年3月期 15,583 8,887 57.0 350.69

（参考） 自己資本 22年3月期  7,066百万円 21年3月期  8,887百万円

※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も基づいており、
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「１.経営成績 (1)経営成績に関する分析」をご覧ください。 



 (1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国の経済環境は、輸出の回復や政府による景気刺激策の効果により、一部の業種にお

いて回復の兆しが見られるなど、長期化した景気後退局面から下げ止まり感が出てまいりましたものの、企業の設備

投資低迷や、雇用情勢・所得環境の悪化から国内景気は依然として下振れリスクを抱えたまま厳しい状況が続いてお

ります。 

 当社グループが属するアパレル業界におきましても、景気の先行き不安を背景に消費者の買い控え傾向や低価格志

向など生活防衛意識が高く、商品の価値と価格のバランス、サービスに対する選別がより顕著になる中、ますます激

しさを増す企業間の販売競争と相まって、経営環境は厳しさが続く状況となりました。 

 こうした状況の中、当社グループは、商品開発・販売体制の両面から市場競争力強化を重要課題として取り組み、

売上の拡大が見込めない中でも利益を確保し得る商品政策・営業政策を推進するとともに、ゼロベースで全社的な経

費を再検討する改革を実行し、業績の早期回復に努めてまいりました。 

 しかしながら、長期におよぶ構造的な市況の悪化に伴う百貨店・専門店の売上高減少は予想以上に大きく、また期

の後半に入ってからも好転の兆しが見えないことから、不採算・非効率取引の更なる再編や、小売店頭の在庫圧縮に

よる商品回転率重視の取り組みや取引条件の委託取引（返品条件付買取取引）から消化取引への変更促進、また在庫

削減を目的とした季節商材の処分を積極的に推進し、更に人件費を含む固定費削減にも取り組んでまいりました。 

 その結果、誠に遺憾ながら当連結会計年度の売上高は、 百万円（前年同期比14.4％減）となり、また売上

総利益率が前年同期に比べ5.7ポイント低下したことから、営業損益は 百万円の損失（前年同期は5億86百万円

の損失）、経常損益は 百万円の損失（前年同期は5億95百万円の損失）となりました。また希望退職者募集に

伴う退職加算金や減損会計適用による特別損失を計上し、当期純損益は 百万円の純損失（前年同期は6億65百

万円の純損失）となりました。 

 今後の見通しにつきましては、海外需要の回復から輸出関連を中心に一部で改善が進むと思われる反面、依然国内

の経営環境は、雇用や所得に対する不安が根強いことから、大きく回復することは期待しづらく消費マインドは弱含

みで推移し、引き続き厳しい経営環境が続くものと思われます。 

 このような情勢を踏まえ、当社グループといたしましては、早期に業績を回復し、また将来にわたって安定成長を

続けていくために、平成25年3月期をターゲットとする中期経営計画「Ｖplan2013」を策定いたしました。 

 重点課題として、市場競争力強化と改革の推進・実行を掲げ、ブランド戦略と販売戦略、経営効率改善を３つの柱

として取り組み、業績の早期回復並びに安定的成長確保の実現に努めてまいります。 

1.ブランド戦略につきましては、ブランドポートフォリオに基づく方向性を明確にし、①基幹ブランドの安定化とフ

ォーマルブランドの強化、②次世代主力ブランドの育成発展、③専門店や当社直営店対応の戦略ブランドの強化を

図ることにより、幅広い顧客層のライフステージに対応できる提案力を強化してまいります。 

2.販売戦略につきましては、①既存販路お得意先との取り組み強化策の実行による売上の拡大と採算性の改善、②魅

力ある商品品揃えと売場演出への注力による顧客満足度の向上、③新販路・新事業への取り組みを開始するための

調査研究のスタートにより、成長機会を継続的に追及してまいります。 

3.経営効率改善につきましては、①従業員の働き甲斐向上のための活力あふれた企業風土づくり、②人的生産性の向

上による効率アップ、③適正在庫コントロール実現にむけてのＩＴ活用による商品効率向上と店頭消化率アップ策

の実行、④事業所施設などインフラの有効活用と事業規模に適した経営コストへの圧縮、⑤物流コスト削減の為の

新しいデリバリーシステムの研究・開発に取り組んでまいります。 

 これらの施策により、次期の連結業績につきましては、売上高は127億円、営業利益は1億50百万円、経常利益は1

億円、当期純利益は10百万円を予想しております。 

  

１．経営成績

126億34

15億2

15億50

19億57



(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

 当連結会計年度末における資産合計は 百万円（前年同期比18億81百万円減少）、負債合計は 百万

円（前年同期比15百万円減少）となり、純資産合計は 百万円（前年同期比18億66百万円減少）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） 

 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が 百万円とな

り、返品調整引当金の減少 百万円や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ものの、

たな卸資産の減少 百万円や売上債権の減少 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） 

 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、投資有価証券の売却 百万円などの収入に

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） 

 当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還 百万円、長期借入金の返済

百万円などの支出がありましたが、社債の発行による収入 百万円などにより、 百万円の収入となり

ました。 

 この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加して、

百万円となりました。 

③ キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（注）１．平成20年３月期が連結財務諸表の作成初年度であるため、平成18年３月期及び平成19年３月期のキャッ

シュ・フロー関連指標の推移については記載しておりません。 

２．各指標の算出方法は、以下のとおりです。  

(1) 自己資本比率：自己資本／総資産 

(2) 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

(3) キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

(4) インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

３．各指標は、平成20年３月期より、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

４．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

５．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

６．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。 

７．利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

８．キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フ

ローがマイナスである期については、記載しておりません。 

（参考）平成18年３月期及び平成19年３月期の個別キャッシュ・フロー関連指標の推移 

   

138億36 68億43

69億92

17億4

1億10 1億8

9億84 8億86 4億74

3億46

4億89

3億25

1億76 5億85 29

9億92

24億58

  平成18年３月期 平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期

自己資本比率（％） － － 59.4 56.4 50.5 

時価ベースの自己資本

比率（％） 
－ － 18.3 12.9 11.0 

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率（年）
－ － － － 10.1 

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ（倍） 
－ － － － 5.2 

  平成18年３月期 平成19年３月期 

自己資本比率（％） 64.7 63.7 

時価ベースの自己資本比率（％） 52.3 32.7 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 4.2 31.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 18.6 2.0 



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは、株主の皆様への利益還元を重要な経営政策のひとつと位置付けており、当期の経営成績並びに将

来の経営環境変化への対応や計画的な事業展開を総合的に勘案した上で、継続的に安定配当を実施することが株主の

皆様の長期的な利益に合致するものと考えております。内部留保につきましては、多様化する市場のニーズを捉えた

新ブランド・新製品の開発や既存ブランド売場活性化の為の改装投資、情報システム投資など、安定的な経営基盤を

確保し収益向上に寄与する為の必要原資として考えております。 

 しかしながら、当連結会計年度において大幅な当期純損失を計上したことから、当期及び次期の株主配当につきま

しては、誠に遺憾ではございますが見送ることとさせていただく予定であります。 

 今後につきましては業績回復に全社をあげて取り組み、早期に配当原資とすべき利益の計上を行えるよう、収益基

盤の強化を図ってまいります。 

  

(4）事業等のリスク 

 当社グループの事業などのリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項には以下の

ようなものがありますが、これらのリスクの回避に継続的に努めてまいります。 

 なお、以下に記載している将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものでありま

す。 

①消費動向の変化に伴うリスク 

 当社グループが取り扱う衣料品は、変化しやすい流行などのトレンドや、対象顧客のニーズの多様化などの影響

を受けやすい市場にあります。このため、国内外の流行情報などを的確に把握し、魅力的な製品をお買い求めやす

い価格にて提供することに努めておりますが、ファッショントレンドの急激な変化や消費者の嗜好の変化、競合す

る同業他社の動向に加え、景気変動の影響による個人消費の低迷などによって、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

②気象状況や災害などによるリスク 

 当社グループが取扱う衣料品は、天候の影響を受けやすく、冷夏や暖冬、長雨などの天候不順により、消費者の

大きな需要変化が生じる場合があります。当社グループは、そのような気象状況による売上の影響を極力受けるこ

とのないよう、生産の短サイクル化や生産コントロールに今後も努めてまいりますが、予測を超えた気象状況の変

化により見込んでいた売上が伸び悩み、あるいは地震などの天災によって営業の中断が生じた場合、当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③取引先与信に関するリスク 

 当社グループでは取引先の信用度把握に万全を期すため、調査機関や業界情報の活用により日常的な情報収集や

与信管理を徹底し、債権の回収不能という事態を未然に防ぐ体制を取っております。しかしながら、上記の取り組

みの範囲を超えた事象が突発的に発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④製品の品質に関するリスク 

 当社グループは、製品の品質維持・管理のため「品質管理基準」を制定し、グループを挙げて取り組んでおりま

すが、万一、製造物責任に関わる製品事故が発生した場合、賠償費用の発生、販売の減少に加え、ブランドの信用

失墜により、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

⑤法的規制に関するリスク 

 当社グループは、製品の販売、仕入れ、情報管理等において、景品表示法、下請法、独占禁止法、個人情報保護

法などの法的規制の適用を受けております。当社グループでは、各業務担当部門が管理統括部と連携しながら、す

べての法的規制を遵守するように取り組んでおります。しかしながら、規制強化による遵守コスト増加の可能性

や、上記の取り組みの範囲を超えた事象が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥個人情報に関するリスク 

 当社グループは、顧客管理などのため多数の個人情報を保有しております。個人情報については、全社的プロジ

ェクトを発足させ、情報管理体制の構築に取り組んでおりますが、万一、個人情報が外部に漏洩するような事態が

発生した場合、社会的信用失墜による売上の減少や顧客に対する損害賠償による損失が発生し、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦海外におけるリスク 

 当社グループでは、企画した製品の大部分を国内の協力工場に委託し生産しておりますが、一部の製品につきま

しては中国ほかの海外に生産を委託しております。それに伴い、為替レートの変動、テロ、天災、伝染病といった

リスクが発生する恐れがあり、その結果、原価高や製品輸入が困難になるといったリスクが発生した場合、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また当社グループでは、海外の有力企業が所有する知的財産権の使用許諾によりブランド事業を展開しておりま

す。万一、契約期間満了に伴う契約の終了や、不測の事由による契約の解除、契約内容の変更など、ライセンス契

約を継続できない事態が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 



⑧システムに関するリスク 

 当社グループは、コンピュータシステムと通信ネットワークを利用して業務処理を行っており、自然災害や事

故、コンピュータウイルスに起因するシステムの停止、ハッカーなどの外部からの不正な侵入などの犯罪により、

システムダウンや重要データの消失または漏洩が生じる可能性があります。当社グループにおいては外部からの不

正アクセスやウイルス感染の防御、内部管理体制の強化などの対策を行っておりますが、このような事態が発生し

た場合、事故対応のコストの増加、損害賠償や信用力の低下等のリスクが想定され、当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。 

⑨固定資産の減損に関するリスク 

 当社グループでは、平成19年３月期より「固定資産の減損に係る会計基準」を適用しておりますが、上記①～⑧

のリスク顕在化等によって、当社グループ事業におけるブランドや売場単位の収支悪化が発生した場合、当社グル

ープの業績に影響を与える可能性があります。 

  



 当社グループは、当社（株式会社ラピーヌ）と連結子会社１社（株式会社ベルラピカ）により構成されており、婦人

服の企画、製造、販売を主たる業務としております。 

 当社グループの当社及び子会社の位置付けは次のとおりであります。 

①連結財務諸表提出会社（当社） 

 当社は、高級婦人服を企画し、主に国内の協力工場へ委託して製造を行っています。販売につきましては、当社東

京店、大阪店、福岡店の各営業拠点から、全国の専門店、百貨店を中心に販売活動を行っております。 

②連結子会社 

 株式会社ベルラピカは、婦人服及び婦人雑貨の小売事業運営を行っております。当社製品を中心に仕入れ、販売す

るほか、他社商品の仕入れ、販売を行っており、平成22年４月末日現在で40店舗の運営を行っております。 

［事業系統図］ 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 
  

(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「真実と信頼」を創業以来の経営理念とし、消費者第一主義に徹した経営のもと、高級婦人既製

服のアパレル事業並びに婦人衣料の小売事業において、ファッションを通じて社会の生活文化向上に貢献することを

目指しております。また、その基本方針に基づき、ラピーヌ製品をご愛用いただくお客様一人ひとりの満足度向上な

らびにラピーヌファンの増大を目標とした事業展開を推し進め、消費者、取引先、株主の皆様にご満足頂けますよう

企業価値を更に高める努力を続けてまいります。  

  

(2）中長期的な会社の経営戦略 

①経営の基本を高品質の追求に置き、メーカーとしての商品の品質維持向上はもとより、お取引先や顧客に対するサ

ービスの向上とともに、経営品質の向上に努め、「商品価値と企業価値の極大化」を目指し、絶えず自己革新を続

けてまいります。 

②ファッションという美を通じて、お客様の夢を実現し、装いの喜びを実感できる豊かなファッションライフ（心の

満足）を創造してまいります。 

③時代のニーズと環境の変化を正しく見極め、迅速な経営を目指すとともに「感性と科学」による新しいファッショ

ンビジネスを展開してまいります。 

以上により、安定的な収益構造を確立して、永続的な成長発展を実現することを中長期的な経営の重要課題と認

識しております。  

  

(3）会社の対処すべき課題 

 当社グループでは、経営の透明性・迅速かつ適切な経営判断による業務執行に加えて、法令を遵守し社会常識に照

らして公正な企業活動を行うことにより健全なコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。また今後に

おきましても、会社法や金融商品取引法などの関連法令の遵守に努め、管理体制の整備を行ってまいります。 

   

(4）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。  

  

２．企業集団の状況

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,465,817 2,458,541

受取手形及び売掛金 2,650,090 1,763,523

たな卸資産 3,804,105 －

商品及び製品 － 2,483,212

仕掛品 － 295,040

原材料及び貯蔵品 － 41,199

繰延税金資産 243,041 224,710

その他 142,971 142,355

貸倒引当金 △10,160 △3,510

流動資産合計 8,295,867 7,405,073

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  5,744,127 ※1  5,676,728

減価償却累計額 △4,176,205 △4,237,118

建物及び構築物（純額） 1,567,921 1,439,609

機械装置及び運搬具 458,856 453,275

減価償却累計額 △425,407 △430,516

機械装置及び運搬具（純額） 33,449 22,759

土地 ※1  3,341,243 ※1  3,341,243

その他 521,599 507,835

減価償却累計額 △425,209 △426,178

その他（純額） 96,390 81,657

有形固定資産合計 5,039,004 4,885,269

無形固定資産   

のれん 127,529 30,353

その他 22,377 20,993

無形固定資産合計 149,907 51,346

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  724,960 ※1  507,952

差入保証金 1,054,081 851,854

繰延税金資産 212,453 －

その他 361,556 230,067

貸倒引当金 △119,802 △95,512

投資その他の資産合計 2,233,249 1,494,361

固定資産合計 7,422,160 6,430,977

資産合計 15,718,028 13,836,050



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成22年３月20日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,001,974 －

支払手形及び買掛金 － 1,172,450

短期借入金 ※1  3,170,000 ※1  3,170,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  126,200 ※1  101,200

1年内償還予定の社債 265,000 140,000

未払金 240,938 213,321

未払費用 263,062 211,962

未払法人税等 25,460 31,528

返品調整引当金 270,600 159,900

ポイント引当金 30,961 35,353

その他 157,957 135,332

流動負債合計 5,552,155 5,371,049

固定負債   

社債 520,000 920,000

長期借入金 ※1  588,800 ※1  437,600

役員退職慰労引当金 192,298 83,530

長期預り保証金 5,808 5,808

退職給付引当金 － 9,018

その他 － 16,421

固定負債合計 1,306,906 1,472,377

負債合計 6,859,061 6,843,427

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,354,021 4,354,021

資本剰余金 4,021,571 4,021,519

利益剰余金 997,696 △1,010,118

自己株式 △353,146 △353,789

株主資本合計 9,020,142 7,011,633

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △161,176 △19,010

評価・換算差額等合計 △161,176 △19,010

純資産合計 8,858,966 6,992,623

負債純資産合計 15,718,028 13,836,050



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

売上高 14,753,209 12,634,654

売上原価 ※1  8,657,911 ※1  8,131,221

売上総利益 6,095,297 4,503,432

販売費及び一般管理費   

販売促進費 529,127 418,169

貸倒引当金繰入額 10,086 1,445

給料及び手当 3,826,089 3,416,902

退職給付費用 41,590 96,412

役員退職慰労引当金繰入額 13,034 23,785

地代家賃 722,821 658,282

減価償却費 160,679 106,653

のれん償却額 97,176 97,176

その他 1,281,479 1,187,212

販売費及び一般管理費合計 6,682,085 6,006,039

営業損失（△） △586,787 △1,502,607

営業外収益   

受取利息 3,145 3,592

受取配当金 15,144 11,616

仕入割引 19,833 －

生命保険配当金 10,504 12,499

保険解約返戻金 － 7,185

その他 25,952 28,782

営業外収益合計 74,581 63,676

営業外費用   

支払利息 78,010 85,786

社債発行費 － 14,599

その他 5,413 10,741

営業外費用合計 83,423 111,126

経常損失（△） △595,630 △1,550,057

特別利益   

固定資産売却益 － ※2  1,053

投資有価証券売却益 － 69,905

貸倒引当金戻入額 1,610 3,005

その他 － 110

特別利益合計 1,610 74,075



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

特別損失   

固定資産除売却損 ※3  1,850 ※3  24,803

投資有価証券評価損 4,589 90,108

減損損失 ※4  9,555 ※4  20,045

店舗閉鎖損失 9,473 791

退職加算金 － 88,855

会員権評価損 5,230 －

その他 － 4,364

特別損失合計 30,697 228,970

税金等調整前当期純損失（△） △624,718 △1,704,952

法人税、住民税及び事業税 20,900 21,391

法人税等調整額 20,351 230,784

法人税等合計 41,251 252,175

当期純損失（△） △665,969 △1,957,127



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,354,021 4,354,021

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,354,021 4,354,021

資本剰余金   

前期末残高 4,021,814 4,021,571

当期変動額   

自己株式の処分 △243 △51

当期変動額合計 △243 △51

当期末残高 4,021,571 4,021,519

利益剰余金   

前期末残高 1,817,575 997,696

当期変動額   

剰余金の配当 △153,909 △50,687

当期純損失（△） △665,969 △1,957,127

当期変動額合計 △819,878 △2,007,815

当期末残高 997,696 △1,010,118

自己株式   

前期末残高 △325,062 △353,146

当期変動額   

自己株式の取得 △28,933 △745

自己株式の処分 849 103

当期変動額合計 △28,084 △642

当期末残高 △353,146 △353,789

株主資本合計   

前期末残高 9,868,348 9,020,142

当期変動額   

剰余金の配当 △153,909 △50,687

当期純損失（△） △665,969 △1,957,127

自己株式の取得 △28,933 △745

自己株式の処分 605 51

当期変動額合計 △848,205 △2,008,509

当期末残高 9,020,142 7,011,633



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 115,262 △161,176

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △276,439 142,166

当期変動額合計 △276,439 142,166

当期末残高 △161,176 △19,010

評価・換算差額等合計   

前期末残高 115,262 △161,176

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △276,439 142,166

当期変動額合計 △276,439 142,166

当期末残高 △161,176 △19,010

純資産合計   

前期末残高 9,983,611 8,858,966

当期変動額   

剰余金の配当 △153,909 △50,687

当期純損失（△） △665,969 △1,957,127

自己株式の取得 △28,933 △745

自己株式の処分 605 51

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △276,439 142,166

当期変動額合計 △1,124,645 △1,866,342

当期末残高 8,858,966 6,992,623



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純損失（△） △624,718 △1,704,952

減価償却費 231,112 171,379

のれん償却額 97,176 97,176

固定資産除売却損益（△は益） 1,850 23,749

減損損失 9,555 20,045

店舗閉鎖損失 9,473 791

投資有価証券評価損益（△は益） 4,589 90,108

会員権評価損 5,230 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 2,540 △15,430

返品調整引当金の増減額（△は減少） △85,600 △110,700

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 9,018

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 12,326 △108,768

ポイント引当金の増減額（△は減少） 19,334 4,392

受取利息及び受取配当金 △18,290 △15,209

支払利息 78,010 85,786

社債発行費 － 14,599

投資有価証券売却損益（△は益） － △67,116

会員権売却損益（△は益） － 1,425

退職加算金 － 88,855

売上債権の増減額（△は増加） 585,423 886,567

たな卸資産の増減額（△は増加） △239,808 984,653

仕入債務の増減額（△は減少） △127,260 170,475

未払消費税等の増減額（△は減少） △3,999 △20,977

その他 △35,142 35,725

小計 △78,199 641,597

利息及び配当金の受取額 18,290 15,209

利息の支払額 △77,128 △91,765

退職加算金の支払額 － △80,201

法人税等の支払額 △58,593 △10,794

営業活動によるキャッシュ・フロー △195,630 474,045

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 △97,996 △33,670

有形固定資産の売却による収入 － 2,329

無形固定資産の取得による支出 △1,805 △840

投資有価証券の取得による支出 △43,783 △11,072

投資有価証券の売却による収入 － 346,965

会員権の売却による収入 － 6,174

差入保証金の純増減額（△は減少） △8,806 191,628

その他 △7,084 △12,305

投資活動によるキャッシュ・フロー △159,476 489,209



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20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） 500,000 －

長期借入れによる収入 100,000 －

長期借入金の返済による支出 △198,000 △176,200

社債の発行による収入 － 585,400

社債の償還による支出 △90,000 △325,000

自己株式の取得による支出 △28,933 △745

自己株式の売却による収入 605 51

配当金の支払額 △151,707 △52,127

その他 － △1,909

財務活動によるキャッシュ・フロー 131,964 29,469

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △223,142 992,724

現金及び現金同等物の期首残高 1,688,960 ※1  1,465,817

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  1,465,817 ※1  2,458,541



 該当事項はありません。  

   

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日  
   至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日  
   至 平成22年３月20日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数    １社 

連結子会社の名称  株式会社ベルラピカ 

１ 連結の範囲に関する事項 

同左 

２ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しており

ます。 

２ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

３ 会計処理基準に関する事項 ３ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定） 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

 移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同左 

②棚卸資産 

 製品及び仕掛品 

 総平均法に基づく原価法を採用しておりま

す。但し、季越製品の一部については、販売可

能価額まで評価換えを行っております。 

②棚卸資産 

 製品及び仕掛品 

 総平均法に基づく原価法（収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）を採用しております。

但し、季越製品の一部については、販売可能価

額まで評価換えを行っております。 

 原材料（表生地） 

 移動平均法に基づく原価法を採用しておりま

す。 

 原材料（表生地） 

 移動平均法に基づく原価法（収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）を採用しておりま

す。 

 原材料（副素材） 

 先入先出法に基づく原価法を採用しておりま

す。 

 原材料（副素材） 

 先入先出法に基づく原価法（収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）を採用しておりま

す。 

  （会計方針の変更） 

  当連結会計年度より「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日公表分）を適用し、評価基準については、原

価法から原価法（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。 

 なお、これによる損益への影響はありません。

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 

 定率法（但し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）については定額

法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物及び構築物  ３～50年 

器具備品     ５～８年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法（但し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）については定額

法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物及び構築物  ３～50年 

器具備品     ５～８年 

(追加情報) 

  法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した有形固定資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得

価額の５％に到達した連結会計年度の翌連結会計

年度より、取得価額の５％相当額と備忘価額との

差額を５年間にわたり均等償却し、減価償却に含

めて計上しております。これにより、当連結会計

年度の営業損失、経常損失及び税金等調整前当期

純損失がそれぞれ12,886千円増加しております。

  



前連結会計年度 

（自 平成20年３月21日  

   至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年３月21日  

   至 平成22年３月20日） 

②無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、のれんについては５年間均等償却によっ

ております。 

 また、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年以内）に基づいて

おります。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

③リース資産 

──────  

③リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。 

 なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成21年３月20日以

前のリース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっております。 

④繰延資産 

──────  

④繰延資産 

 社債発行費は、全額を支出時の費用として処理

しております 

(3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 当連結会計年度末に保有する債権の貸倒れによ

る損失に充てるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

②返品調整引当金 

 売上製品の返品による損失に充てるため、過去

の返品率等を勘案した将来の返品による損失予想

額を計上しております。 

②返品調整引当金 

同左 

③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に充てるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当連結会計年度末において発生してい

ると認められる額を計上しております。 

 過去勤務債務については、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）によ

る定額法により処理することとしております。 

 数理計算上の差異については、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）

による定額法により翌連結会計年度から費用処理

することとしております。 

③退職給付引当金 

同左 

④役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に充てるため、役員退

職慰労金規程に基づく当連結会計年度末要支給額

を計上しております。 

④役員退職慰労引当金 

同左 

⑤ポイント引当金 

 販売促進を目的とするポイント制度に基づき顧

客ヘ付与したポイントの利用に備えるため、当連

結会計年度末において将来利用されると見込まれ

る額を計上しております。 

⑤ポイント引当金 

同左 



前連結会計年度 

（自 平成20年３月21日  

   至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 

（自 平成21年３月21日  

   至 平成22年３月20日） 

(4）重要なリース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

(4）重要なリース取引の処理方法 

────── 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引については、特例処理の要件

を満たしているため、特例処理を採用しておりま

す。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取引 

ヘッジ対象…借入金の支払利息 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ヘッジ方針 

 社内規程である「デリバティブ取引管理規程」

に基づき、金利変動リスクをヘッジしておりま

す。 

③ヘッジ方針 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引については、特例処理を採用

しているため、有効性評価を省略しております。

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

(6）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

同左 

４ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価の方法は、全面時

価評価法を採用しております。 

４ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっております。 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

────── 

  

（リース取引に関する会計基準）   

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業

会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議会第一部

会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成

６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平

成19年３月30日改正))を当連結会計年度より適用し、通常

の売買取引に係る会計処理に変更しております。また、所

有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の

減価償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、

残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資

産が20,003千円計上されておりますが、損益に与える影響

はありません。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採

用しております。 



注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（平成22年３月20日） 

※１ 担保資産 

 短期借入金1,920,000千円、長期借入金715,000千円

（うち１年以内返済予定額126,200千円）に対し担保

に供している資産は、次のとおりであります。 

※１ 担保資産 

 短期借入金2,020,000千円、長期借入金538,800千円

（うち１年以内返済予定額101,200千円）に対し担保

に供している資産は、次のとおりであります。 

建物及び構築物 千円857,342

土地 千円1,159,683

投資有価証券 千円369,396

計 千円2,386,421

建物及び構築物 千円923,090

土地 千円3,309,332

投資有価証券 千円299,252

計 千円4,531,674

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

※１ 返品調整引当金の戻入額85,600千円が売上原価に含

まれています。 

※１ 返品調整引当金の戻入額110,700千円が売上原価に

含まれています。 

※２        ―――― ※２ 固定資産売却益 

 車両運搬具1,053千円であります。 

※３ 固定資産除売却損 

 建物76千円、器具備品1,774千円の除売却損であり

ます。 

※３ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。

建物 千円5,525

器具備品 千円1,921

その他 千円880

原状回復費用等 千円16,476

計 千円24,803

※４ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

 当社グループは百貨店・直営店等の売場単位を軸と

した管理会計を行っており、基本的に売場別にグルー

ピングを決定しております。なお、賃貸用資産や遊休

資産については個別の物件毎に、のれんについては主

としてブランドグループ毎にグルーピングしておりま

す。 

 営業活動から生じる損益が継続してマイナスである

事業用資産を回収可能価額まで減額し、減損損失とし

て特別損失に計上しております。 

 なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定

し、処分価額を零と見積もって評価しております。 

場所 用途 種類 
減損損失
（千円） 

大阪府他 
店舗・売
場用資産 

建物 3,792

器具備品 5,762

合計 9,555

※４ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

同左 

場所 用途 種類 
減損損失
（千円） 

東京都他
店舗・売
場用資産 

建物  7,464

器具備品  12,581

合計  20,045



前連結会計年度（自 平成20年３月21日 至 平成21年３月20日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 自己株式の株式数の増加313,030株は、単元未満株式の買取りによる増加16,030株、取締役会決議に

基づく自己株式の取得による増加297,000株であります。また、自己株式の株式数の減少5,276株は、

単元未満株式の買増請求に基づく売渡によるものであります。 

２ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末

株式数（株) 
当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度 
減少株式数（株) 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式  27,670,642  －  －  27,670,642

合計  27,670,642  －  －  27,670,642

自己株式     

普通株式 （注）  2,019,134  313,030  5,276  2,326,888

合計  2,019,134  313,030  5,276  2,326,888

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

平成20年６月18日 

定時株主総会 
普通株式  153,909  6.00 平成20年３月20日 平成20年６月19日 

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり
配当額(円) 

基準日 効力発生日

平成21年６月18日 

定時株主総会 
普通株式  50,687 利益剰余金  2.00 平成21年３月20日 平成21年６月19日 



当連結会計年度（自 平成21年３月21日 至 平成22年３月20日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 自己株式の株式数の増加9,216株は、単元未満株式の買取りによるものであります。また、自己株式

の株式数の減少680株は、単元未満株式の買増請求に基づく売渡によるものであります。 

２ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 

  

  
前連結会計年度末

株式数（株) 
当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度 
減少株式数（株) 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式  27,670,642  －  －  27,670,642

合計  27,670,642  －  －  27,670,642

自己株式     

普通株式 （注）  2,326,888  9,216  680  2,335,424

合計  2,326,888  9,216  680  2,335,424

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月18日 

定時株主総会 
普通株式  50,687  2.00 平成21年３月20日 平成21年６月19日 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高は、連結貸借対照表

に掲記されている現金及び預金勘定の金額と一致して

おります。 

※１                  同左 



前連結会計年度（自 平成20年３月21日 至 平成21年３月20日） 

 当社グループは、婦人服製造販売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。 

当連結会計年度（自 平成21年３月21日 至 平成22年３月20日） 

 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。 

  

前連結会計年度（自 平成20年３月21日 至 平成21年３月20日） 

 本邦以外の売上高はないため、記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成21年３月21日 至 平成22年３月20日） 

 本邦以外の売上高はないため、記載を省略しております。 

  

前連結会計年度（自 平成20年３月21日 至 平成21年３月20日） 

 海外売上高はないため、記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成21年３月21日 至 平成22年３月20日） 

 海外売上高はないため、記載を省略しております。 

  

 （注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎 

２ １株当たり当期純損失（△）の算定上の基礎 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 至 平成21年３月20日）  

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 至 平成22年３月20日）  

１株当たり純資産額 円349.55

１株当たり当期純損失（△） 円△26.04

１株当たり純資産額 円276.00

１株当たり当期純損失（△） 円△77.24

潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式が存

在しないため、記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益は、潜在株式が存

在しないため、記載しておりません。 

  
前連結会計年度

（平成21年３月20日） 
当連結会計年度

（平成22年３月20日） 

純資産の部の合計額（千円）  8,858,966  6,992,623

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  8,858,966  6,992,623

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通

株式の数（千株） 
 25,343  25,335

  
前連結会計年度

（自 平成20年３月21日  
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度
（自 平成21年３月21日  
至 平成22年３月20日）

１株当たり当期純損失（△）   

 当期純損失（△）（千円）  △665,969  △1,957,127

 普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

 普通株式に係る当期純損失（△）（千円）  △665,969  △1,957,127

 期中平均株式数（千株）  25,572  25,337



 （開示の省略） 

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・オプション

等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を

省略しております。  

  

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

 該当事項はありません。 同左 



５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月20日) 

当事業年度 
(平成22年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,434,450 2,437,487

受取手形 33,984 26,009

売掛金 2,479,868 1,643,652

製品 3,485,821 －

商品及び製品 － 2,455,273

仕掛品 243,867 295,040

原材料 48,405 －

原材料及び貯蔵品 － 41,199

前払費用 100,412 106,375

繰延税金資産 228,081 208,251

その他 147,424 44,041

貸倒引当金 △10,160 △3,510

流動資産合計 8,192,156 7,253,820

固定資産   

有形固定資産   

建物 ※1  5,533,221 ※1  5,477,245

減価償却累計額 △4,018,876 △4,075,353

建物（純額） 1,514,344 1,401,892

構築物 ※1  107,778 ※1  107,778

減価償却累計額 △98,721 △99,931

構築物（純額） 9,056 7,847

機械及び装置 436,089 436,089

減価償却累計額 △408,708 △416,334

機械及び装置（純額） 27,380 19,755

車両運搬具 22,766 17,186

減価償却累計額 △16,698 △14,182

車両運搬具（純額） 6,068 3,003

工具、器具及び備品 504,581 472,892

減価償却累計額 △416,747 △415,140

工具、器具及び備品（純額） 87,834 57,752

土地 ※1  3,341,243 ※1  3,341,243

リース資産 － 21,822

減価償却累計額 － △1,818

リース資産（純額） － 20,003

有形固定資産合計 4,985,928 4,851,497

無形固定資産   

のれん 82,000 －

借地権 2,134 2,134

商標権 2,429 2,084

ソフトウエア 4,092 3,103

その他 13,721 13,670

無形固定資産合計 104,377 20,993



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月20日) 

当事業年度 
(平成22年３月20日) 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  724,960 ※1  507,952

関係会社株式 50,000 －

出資金 12,250 12,250

関係会社長期貸付金 600,000 600,000

破産更生債権等 10,903 1,121

差入保証金 495,607 404,490

会員権 217,721 194,571

繰延税金資産 188,478 －

その他 120,681 22,125

貸倒引当金 △119,802 △95,512

投資その他の資産合計 2,300,800 1,646,997

固定資産合計 7,391,106 6,519,488

資産合計 15,583,262 13,773,309

負債の部   

流動負債   

支払手形 － 417,850

買掛金 949,034 709,587

短期借入金 ※1  3,170,000 ※1  3,170,000

1年内返済予定の長期借入金 ※1  126,200 ※1  101,200

1年内償還予定の社債 265,000 140,000

リース債務 － 4,582

未払金 205,850 188,361

未払費用 244,501 196,623

未払法人税等 22,425 25,484

未払消費税等 72,045 63,310

預り金 62,983 57,487

返品調整引当金 270,600 159,900

流動負債合計 5,388,641 5,234,388

固定負債   

社債 520,000 920,000

長期借入金 ※1  588,800 ※1  437,600

役員退職慰労引当金 192,298 83,530

長期預り保証金 5,808 5,808

リース債務 － 16,421

退職給付引当金 － 9,018

固定負債合計 1,306,906 1,472,377

負債合計 6,695,547 6,706,766



（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年３月20日) 

当事業年度 
(平成22年３月20日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,354,021 4,354,021

資本剰余金   

資本準備金 4,002,723 4,002,723

その他資本剰余金 18,848 18,796

資本剰余金合計 4,021,571 4,021,519

利益剰余金   

利益準備金 496,747 496,747

その他利益剰余金   

別途積立金 500,000 400,000

繰越利益剰余金 29,698 △1,832,946

利益剰余金合計 1,026,445 △936,198

自己株式 △353,146 △353,789

株主資本合計 9,048,892 7,085,553

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △161,176 △19,010

評価・換算差額等合計 △161,176 △19,010

純資産合計 8,887,715 7,066,542

負債純資産合計 15,583,262 13,773,309



（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

売上高 12,892,716 11,070,940

売上原価   

製品期首たな卸高 3,150,401 3,485,821

当期製品製造原価 8,390,230 6,685,015

合計 11,540,632 10,170,836

他勘定振替高 ※1  4,298 ※1  5,193

製品期末たな卸高 3,485,821 2,455,273

製品売上原価 8,050,512 7,710,369

売上総利益 4,842,203 3,360,571

返品調整引当金戻入額 85,600 110,700

差引売上総利益 4,927,803 3,471,271

販売費及び一般管理費   

販売促進費 427,329 331,269

荷造運搬費 145,521 138,652

貸倒引当金繰入額 10,086 1,445

給料及び手当 3,336,772 2,991,991

退職給付費用 41,590 96,412

役員退職慰労引当金繰入額 13,034 23,785

福利厚生費 410,900 384,254

地代家賃 345,802 330,041

減価償却費 122,029 87,803

のれん償却額 82,000 82,000

その他 525,814 476,671

販売費及び一般管理費合計 5,460,880 4,944,327

営業損失（△） △533,076 △1,473,055

営業外収益   

受取利息 ※2  17,048 ※2  14,631

有価証券利息 3,084 3,552

受取配当金 15,144 11,616

仕入割引 19,833 －

受取地代家賃 4,958 4,958

生命保険配当金 10,504 12,499

雑収入 14,343 27,548

営業外収益合計 84,917 74,806



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

営業外費用   

支払利息 66,409 71,505

社債利息 11,601 14,281

社債発行費 － 14,599

社債保証料 3,311 7,711

雑損失 2,097 2,981

営業外費用合計 83,420 111,079

経常損失（△） △531,579 △1,509,329

特別利益   

固定資産売却益 － ※3  1,053

投資有価証券売却益 － 69,905

貸倒引当金戻入額 － 3,005

その他 － 110

特別利益合計 － 74,075

特別損失   

固定資産除売却損 ※4  1,850 ※4  10,331

会員権評価損 5,230 －

投資有価証券評価損 4,589 90,108

減損損失 ※5  9,555 ※5  13,466

関係会社株式評価損 － 50,000

退職加算金 － 84,724

その他 － 4,364

特別損失合計 21,224 252,995

税引前当期純損失（△） △552,804 △1,688,249

法人税、住民税及び事業税 14,500 15,400

法人税等調整額 50,561 208,308

法人税等合計 65,061 223,708

当期純損失（△） △617,866 △1,911,957



（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,354,021 4,354,021

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,354,021 4,354,021

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 4,002,723 4,002,723

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,002,723 4,002,723

その他資本剰余金   

前期末残高 19,091 18,848

当期変動額   

自己株式の処分 △243 △51

当期変動額合計 △243 △51

当期末残高 18,848 18,796

資本剰余金合計   

前期末残高 4,021,814 4,021,571

当期変動額   

自己株式の処分 △243 △51

当期変動額合計 △243 △51

当期末残高 4,021,571 4,021,519

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 496,747 496,747

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 496,747 496,747

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 500,000 500,000

当期変動額   

別途積立金の取崩 － △100,000

当期変動額合計 － △100,000

当期末残高 500,000 400,000

繰越利益剰余金   

前期末残高 801,473 29,698



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △153,909 △50,687

当期純損失（△） △617,866 △1,911,957

別途積立金の取崩 － 100,000

当期変動額合計 △771,775 △1,862,644

当期末残高 29,698 △1,832,946

利益剰余金合計   

前期末残高 1,798,221 1,026,445

当期変動額   

剰余金の配当 △153,909 △50,687

当期純損失（△） △617,866 △1,911,957

当期変動額合計 △771,775 △1,962,644

当期末残高 1,026,445 △936,198

自己株式   

前期末残高 △325,062 △353,146

当期変動額   

自己株式の取得 △28,933 △745

自己株式の処分 849 103

当期変動額合計 △28,084 △642

当期末残高 △353,146 △353,789

株主資本合計   

前期末残高 9,848,994 9,048,892

当期変動額   

剰余金の配当 △153,909 △50,687

当期純損失（△） △617,866 △1,911,957

自己株式の取得 △28,933 △745

自己株式の処分 605 51

当期変動額合計 △800,102 △1,963,338

当期末残高 9,048,892 7,085,553

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 115,262 △161,176

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △276,439 142,166

当期変動額合計 △276,439 142,166

当期末残高 △161,176 △19,010

評価・換算差額等合計   

前期末残高 115,262 △161,176

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △276,439 142,166



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年３月21日 
 至 平成21年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当期変動額合計 △276,439 142,166

当期末残高 △161,176 △19,010

純資産合計   

前期末残高 9,964,257 8,887,715

当期変動額   

剰余金の配当 △153,909 △50,687

当期純損失（△） △617,866 △1,911,957

自己株式の取得 △28,933 △745

自己株式の処分 605 51

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △276,439 142,166

当期変動額合計 △1,076,541 △1,821,172

当期末残高 8,887,715 7,066,542



 該当事項はありません。  

   

継続企業の前提に関する注記

重要な会計方針

前事業年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式 

移動平均法に基づく原価法 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式 

同左 

その他有価証券 

(1）時価のあるもの 

 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は

全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平

均法により算定） 

その他有価証券 

(1）時価のあるもの 

同左 

(2）時価のないもの 

 移動平均法に基づく原価法 

(2）時価のないもの 

同左 

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

 製品及び仕掛品については、総平均法に基づく原価

法を採用しております。但し、季越製品の一部につい

ては、販売可能価額まで評価換えを行っております。

２ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

 製品及び仕掛品については、総平均法に基づく原価

法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を採用

しております。但し、季越製品の一部については、販

売可能価額まで評価換えを行っております。 

 原材料（表生地）については、移動平均法に基づく

原価法を採用しております。 

 原材料（副素材）については、先入先出法に基づく

原価法を採用しております。 

 原材料（表生地）については、移動平均法に基づく

原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を

採用しております。 

 原材料（副素材）については、先入先出法に基づく

原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）を

採用しております。 

（会計方針の変更） 

  当事業年度より「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日公表

分）を適用し、評価基準については、原価法から原価

法（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。 

  なお、これによる損益への影響はありません。 

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

 定率法（但し、平成10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）については定額法）を

採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物    ３～50年  

器具備品  ５～８年  

３ 固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法（但し、平成10年４月１日以降に取得した

建物（建物附属設備を除く）については定額法）を

採用しております。 

  なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物    ３～50年  

器具備品  ５～８年  

(追加情報) 

  法人税法の改正に伴い、平成19年３月31日以前

に取得した有形固定資産については、改正前の法

人税法に基づく減価償却の方法の適用により取得

価額の５％に到達した事業年度の翌事業年度よ

り、取得価額の５％相当額と備忘価額との差額を

５年間にわたり均等償却し、減価償却に含めて計

上しております。これにより、当事業年度の営業

損失、経常損失及び税引前当期純損失がそれぞれ

12,886千円増加しております。 

  

(2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。 

 なお、のれんについては５年間均等償却によって

おります。 

 また、自社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（５年以内）に基づいており

ます。 

(2）無形固定資産（リース資産を除く） 

 同左 



前事業年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

(3）リース資産 

────── 

(3）リース資産 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法を採用しております。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引の

うち、リース取引開始日が平成21年３月20日以前の

リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方

法に準じた会計処理によっております。 

４ 繰延資産の処理方法 

────── 

４ 繰延資産の処理方法 

 社債発行費は、全額を支出時の費用として処理して

おります。 

５ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

 当期末に保有する債権の貸倒れによる損失に充て

るため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能

性を検討し、回収不能見込額を計上しております。

５ 引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）返品調整引当金 

 売上製品の返品による損失に充てるため、過去の

返品率等を勘案した将来の返品による損失予想額を

計上しております。 

(2）返品調整引当金 

同左 

(3）退職給付引当金 

 従業員の退職給付に充てるため、当期末における

退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当期

末において発生していると認められる額を計上して

おります。 

 過去勤務債務については、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）による定

額法により処理することとしております。 

 数理計算上の差異については、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）によ

る定額法により翌期から費用処理することとしてお

ります。 

(3）退職給付引当金 

同左 

(4) 役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に充てるため、役員退職

慰労金規程に基づく当期末要支給額を計上しており

ます。 

(4）役員退職慰労引当金 

同左 

６ リース取引の処理方法 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。 

６ リース取引の処理方法 

────── 

７ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引については、特例処理の要件を

満たしているため、特例処理を採用しております。

７ ヘッジ会計の方法 

(1）ヘッジ会計の方法 

同左 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取引 

ヘッジ対象…借入金の支払利息 

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

(3）ヘッジ方針 

 社内規程である「デリバティブ取引管理規程」に

基づき、金利変動リスクをヘッジしております。 

(3）ヘッジ方針 

同左 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引については、特例処理を採用し

ているため、有効性評価を省略しております。 

(4）ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりま

す。 

８ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

同左 



重要な会計方針の変更

前事業年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

 ────── （リース取引に関する会計基準）   

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業

会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議会第一部

会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成

６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平

成19年３月30日改正))を当事業年度より適用し、通常の売

買取引に係る会計処理に変更しております。また、所有権

移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価

償却の方法については、リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース資

産が20,003千円計上されておりますが、損益に与える影響

はありません。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採

用しております。 



注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成21年３月20日） 

当事業年度 
（平成22年３月20日） 

※１ 担保資産 

 短期借入金1,920,000千円、長期借入金715,000千円

（うち１年以内返済予定額126,200千円）に対し担保

に供している資産は、次のとおりであります。 

※１ 担保資産 

 短期借入金2,020,000千円、長期借入金538,800千円

（うち１年以内返済予定額101,200千円）に対し担保

に供している資産は、次のとおりであります。 

建物 千円853,768

構築物 千円3,574

土地 千円1,159,683

投資有価証券 千円369,396

計 千円2,386,421

建物 千円918,888

構築物 千円4,201

土地 千円3,309,332

投資有価証券 千円299,252

計 千円4,531,674

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

※１ 他勘定振替高 

 販売促進費等への振替4,298千円であります。 

※１ 他勘定振替高 

 販売促進費等への振替5,193千円であります。 

※２ 関係会社からの営業外収益  

 受取利息17,023千円 

※２ 関係会社からの営業外収益  

 受取利息14,599千円 

※３         ―――― 

  

※３ 固定資産売却益 

車両運搬具1,053千円であります。 

※４ 固定資産除売却損 

 建物76千円、器具備品1,774千円の除売却損であり

ます。 

※４ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりであります。

建物 千円976

器具備品 千円679

その他 千円880

原状回復費用等 千円7,795

計 千円10,331

※５ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

※５ 減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

場所 用途 種類 
減損損失
（千円） 

大阪府他 
店舗・売
場用資産 

建物 3,792

器具備品 5,762

合計 9,555

場所 用途 種類 
減損損失
（千円） 

東京都他
百貨店売
場用資産 

建物  2,035

器具備品  11,430

合計  13,466

 当社は百貨店・直営店等の売場単位を軸とした管理

会計を行っており、基本的に売場別にグルーピングを

決定しております。なお、賃貸用資産や遊休資産につ

いては個別の物件毎に、のれんについてはブランドグ

ループ毎にグルーピングしております。 

 営業活動から生じる損益が継続してマイナスである

事業用資産を回収可能価額まで減額し、減損損失とし

て特別損失に計上しております。 

 なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定

し、処分価額を零と見積もって評価しております。 

  

同 左 



前事業年度（自 平成20年３月21日 至 平成21年３月20日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）自己株式の株式数の増加313,030株は、単元未満株式の買取りによる増加16,030株、取締役会決議に基づく自己株

式の取得による増加297,000株であります。また、自己株式の株式数の減少5,276株は、単元未満株式の買増請求に

基づく売渡によるものです。 

当事業年度（自 平成21年３月21日 至 平成22年３月20日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）自己株式の株式数の増加9,216株は、単元未満株式の買取りによるものであります。また、自己株式の株式数の減

少680株は、単元未満株式の買増請求に基づく売渡によるものです。 

 （開示の省略） 

 リース取引、有価証券、税効果会計、１株当たり情報に関する注記事項については、決算短信における開示の必要

性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。 

  

(1）役員の異動 

 該当事項はありません。  

  

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少 
株式数（株） 

当事業年度末
株式数（株） 

普通株式 （注）  2,019,134  313,030  5,276  2,326,888

  
前事業年度末 
株式数（株） 

当事業年度増加
株式数（株） 

当事業年度減少 
株式数（株） 

当事業年度末
株式数（株） 

普通株式 （注）  2,326,888  9,216  680  2,335,424

（重要な後発事象）

前事業年度 
（自 平成20年３月21日 
至 平成21年３月20日） 

当事業年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

  該当事項はありません。 同左 

６．その他
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