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1.  平成22年12月期第1四半期の業績（平成22年1月1日～平成22年3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12月期第1四半期 4,799 △2.3 234 ― 255 ― 249 ―

21年12月期第1四半期 4,910 ― △71 ― △46 ― △135 ―

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12月期第1四半期 13.44 ―

21年12月期第1四半期 △7.26 ―

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12月期第1四半期 15,911 10,965 68.9 590.74
21年12月期 15,497 10,633 68.6 572.82

（参考） 自己資本   22年12月期第1四半期  10,965百万円 21年12月期  10,633百万円

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12月期 ― 5.00 ― 3.00 8.00
22年12月期 ―

22年12月期 
（予想）

3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成22年12月期の業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（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

第2四半期 
累計期間

8,600 △1.0 60 ― 110 363.7 50 ― 2.69

通期 16,500 △1.6 30 ― 130 ― 70 ― 3.77
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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  
[(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。] 

(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12月期第1四半期 19,300,000株 21年12月期  19,300,000株

② 期末自己株式数 22年12月期第1四半期  737,214株 21年12月期  735,902株

③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年12月期第1四半期 18,563,305株 21年12月期第1四半期 18,588,723株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

1.業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、実際の業績等は今後様々な要因によって大きく異なる可能性があり
ます。業績見通しに関する事項は、4ページ【定性的情報・財務諸表等】 3. 業績予想に関する定性的情報をご覧下さい。 
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当第１四半期会計期間（平成22年1月1日～平成22年3月31日）におけるわが国経済は、世界景気の持ち
直しが続く中にあって、一部の業種では回復の兆しを見せているものの、未だデフレ克服の道筋が見え
ず、雇用情勢や所得環境の悪化から回復の実感も乏しく、依然として先行き不透明な状況が続いておりま
す。 
 当アパレル業界におきましても、生活防衛意識による買い控え傾向が続く中、消費全体が力強さに欠
け、価格競争が一層激化するなど、依然として厳しい経営環境が続きました。 
 こうした状況のなかで当社は、ＴＶ通販やネット販売など無店舗販売への注力を行うとともに、アウト
レットモールへの出店を行い商品回転率を上げ消化率を高めることで、既存ビジネスであるプロパー売場
の商品鮮度を上げる試みを推進しました。 
 商品政策面では、若々しい感覚とフォーマルシーンに相応しい品格を備え、ヤングのファーストフォー
マル需要をとらえた商品提案を行うとともに、生活に役立つフォーマルマナーや着こなしのアドバイスに
も努めました。また、価格面では、価格を据え置きながらも商品価値の向上に努め、プレタラインの商品
については、裾値ラインの充実を図りました。一方、低価格志向に応えた魅力的な商品の開発も行い、多
様化する消費者ニーズへの対応を進めております。 
 しかしながら、消費者の買い控え傾向が長引く中、天候不順による影響も加わり各商品分野で販売は厳
しいまま推移しました。 
 この結果、商品別の売上高はブラックフォーマルが29億95百万円（前年同四半期比0.7％減）、カラー
フォーマルが9億95百万円（同7.3％減）、アクセサリー類が8億9百万円（同1.5％減）と苦戦を強いられ
たことから、当第１四半期会計期間の売上高は前年同四半期比2.3％減の47億99百万円となりました。 
 利益面では、原価低減や商品消化率アップにより、売上総利益率は前年同四半期比2.8ポイントアップ
の44.9％となりましたことから、売上総利益は前年同四半期比4.1％増の21億53百万円となりました。販
売費及び一般管理費では、大きなウエイトを占める人件費のカットを始め、全社挙げての経費削減に取り
組み、全体では前年同四半期比10.3％（2億20百万円）削減できましたことから、営業利益2億34百万円
（前年同四半期は営業損失71百万円）、経常利益2億55百万円（前年同四半期は経常損失46百万円）、四
半期純利益は2億49百万円（前年同四半期は四半期純損失1億35百万円）となりました。 

  

（1）資産、負債及び純資産の状況 

当第１四半期会計期間末における総資産は159億11百万円となり、前事業年度末に比べて4億13百万円増
加いたしました。これは主に、棚卸資産の減少1億89百万円があったものの、売上債権の増加5億91百万円
等によるものであります。 
 負債は、前事業年度末に比べて82百万円増加し49億45百万円となりました。これは主に、短期借入金の
減少3億円があったものの、仕入債務の増加4億12百万円等によるものであります。 
 純資産は、前事業年度末に比べて3億31百万円増加し109億65百万円となりました。これは主に、利益剰
余金の増加1億93百万円やその他有価証券評価差額金の増加1億38百万円によるものであります。 

  

（2）キャッシュ・フローの状況 

当第１四半期会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度末に比べて、
85百万円増加し9億11百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は3億96百万円となりました。これは主に、売上債権の増加5億91百万円や
未払金の減少1億60百万円等があったものの、仕入債務の増加4億12百万円や税引前四半期純利益2億69百
万円等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） 

投資活動の結果得られた資金は43百万円となりました。これは主に、投資有価証券売却による収入49百
万円等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） 

財務活動の結果使用した資金は3億54百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済による支出3
億円や配当金の支払いによる支出51百万円等によるものであります。 

  

・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
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当第１四半期の業績につきましては、返品調整引当金繰入額が計画を下回ったことを主因として、各利
益ともに計画を上回りましたが、当社は取引先店頭での販売が第１四半期に繁忙期を迎え、翌第２四半期
に返品が増すといった特徴があります。緩やかな景気の回復が見込まれてはおりますが、取引先店頭での
販売は厳しい状況が続いており、依然として予断を許さない状況にあります。このような状況であること
から、平成22年12月期の業績予想につきましては、平成22年2月12日に公表いたしました「平成21年12月
期決算短信（非連結）」の業績予想から変更はありません。 

  

当第１四半期会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、前事業年度末の実地棚卸
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。 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等
の発生状況について著しい変化がないと認められる場合には、前事業年度において使用した将来の業
績予測等を利用する方法によっております。 

  

前第１四半期会計期間において、投資その他の資産の「その他」に含めていた「投資有価証券」
は、資産総額の100分の10を超えたため、当第１四半期会計期間より区分掲記することとしておりま
す。なお、前第１四半期会計期間の投資その他の資産の「その他」に含まれる「投資有価証券」は
1,368,841千円であります。 

  

  

3. 業績予想に関する定性的情報

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

① 棚卸資産の評価方法

② 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(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

 （四半期貸借対照表）
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5.【四半期財務諸表】 
(1)【四半期貸借対照表】 

(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 911,104 826,062

受取手形及び売掛金 4,267,454 3,675,818

商品及び製品 3,029,227 3,205,503

仕掛品 121,620 135,612

原材料 2,192 1,223

その他 387,863 534,873

貸倒引当金 △5,142 △4,539

流動資産合計 8,714,320 8,374,555

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,987,814 1,987,814

その他（純額） 1,132,442 1,146,416

有形固定資産合計 3,120,256 3,134,230

無形固定資産 36,907 24,382

投資その他の資産   

投資有価証券 1,696,627 1,492,162

賃貸不動産（純額） 1,633,906 1,637,718

その他 720,599 845,929

貸倒引当金 △11,129 △11,412

投資その他の資産合計 4,040,003 3,964,397

固定資産合計 7,197,166 7,123,009

資産合計 15,911,487 15,497,565

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,792,479 2,379,944

短期借入金 － 300,000

未払法人税等 13,346 35,748

賞与引当金 47,205 －

返品調整引当金 678,000 490,000

その他 594,651 832,700

流動負債合計 4,125,681 4,038,393

固定負債   

退職給付引当金 570,796 567,016

役員退職慰労引当金 169,872 163,074

その他 79,422 95,270

固定負債合計 820,091 825,360

負債合計 4,945,773 4,863,754
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(単位：千円)

当第１四半期会計期間末 
(平成22年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,049,077 4,049,077

資本剰余金 3,732,777 3,732,777

利益剰余金 3,279,941 3,086,078

自己株式 △304,585 △304,325

株主資本合計 10,757,211 10,563,608

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 208,502 70,202

評価・換算差額等合計 208,502 70,202

純資産合計 10,965,713 10,633,810

負債純資産合計 15,911,487 15,497,565
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(2)【四半期損益計算書】 
 【第１四半期累計期間】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
  至 平成21年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
  至 平成22年３月31日) 

売上高 4,910,241 4,799,663

売上原価 2,841,616 2,645,818

売上総利益 2,068,625 2,153,844

販売費及び一般管理費 2,139,710 1,919,402

営業利益又は営業損失（△） △71,085 234,441

営業外収益   

受取利息 11 27

受取配当金 128 19

受取賃貸料 26,178 26,178

その他 10,561 7,065

営業外収益合計 36,880 33,291

営業外費用   

支払利息 1,730 1,353

賃貸費用 8,184 8,178

その他 2,489 3,018

営業外費用合計 12,404 12,550

経常利益又は経常損失（△） △46,608 255,182

特別利益   

投資有価証券売却益 － 14,672

特別利益合計 － 14,672

特別損失   

投資有価証券評価損 97,402 －

特別損失合計 97,402 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △144,011 269,854

法人税、住民税及び事業税 27,237 365

法人税等調整額 △36,242 19,933

法人税等合計 △9,005 20,298

四半期純利益又は四半期純損失（△） △135,005 249,555
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(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：千円)

前第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
  至 平成21年３月31日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
  至 平成22年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

△144,011 269,854

減価償却費 19,356 21,895

投資有価証券評価損益（△は益） 97,402 －

投資有価証券売却損益（△は益） － △14,672

受取利息及び受取配当金 △140 △46

支払利息 1,730 1,353

返品調整引当金の増減額（△は減少） 179,000 188,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △4,363 320

賞与引当金の増減額（△は減少） 78,257 47,205

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,720 3,780

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △35,930 6,798

売上債権の増減額（△は増加） △538,980 △591,635

破産更生債権等の増減額（△は増加） 9,685 －

たな卸資産の増減額（△は増加） 173,794 189,299

前払費用の増減額（△は増加） 79,110 87,253

仕入債務の増減額（△は減少） 76,124 412,534

未払金の増減額（△は減少） △141,660 △160,651

未払消費税等の増減額（△は減少） 77,473 47,636

その他 △47,160 △30,680

小計 △115,590 478,245

利息及び配当金の受取額 140 46

利息の支払額 △1,855 △1,252

特別退職金の支払額 － △117,890

法人税等の還付額 － 56,343

法人税等の支払額 △5,103 △19,432

営業活動によるキャッシュ・フロー △122,409 396,060

投資活動によるキャッシュ・フロー   

投資有価証券の取得による支出 △3,774 △3,780

投資有価証券の売却による収入 － 49,780

固定資産の取得による支出 △38,565 △2,750

貸付けによる支出 △5,620 △3,997

貸付金の回収による収入 4,398 3,485

その他 362 587

投資活動によるキャッシュ・フロー △43,198 43,325

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） 300,000 △300,000

配当金の支払額 △85,293 △51,575

自己株式の取得による支出 △532 △259

その他 － △2,508

財務活動によるキャッシュ・フロー 214,174 △354,344

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 48,566 85,041

現金及び現金同等物の期首残高 721,252 826,062

現金及び現金同等物の四半期末残高 769,818 911,104
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該当事項はありません。 

  

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

6. その他の情報
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