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1.  22年3月期の連結業績（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 

（注）当社は、前連結会計年度において連結財務諸表を作成しておりません。したがって、前連結会計年度に係る各項目、自己資本当期純利益率及び総
資産経常利益率については記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

（注）当社は、前連結会計年度において連結財務諸表を作成しておりません。したがって、前連結会計年度における連結財政状態については記載しており
ません。 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

（注）当社は、前連結会計年度において連結財務諸表を作成しておりません。したがって、前連結会計年度における連結キャッシュ・フローの状況について
は記載しておりません。  

(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 4,180 ― 13 ― △30 ― △74 ―
21年3月期 ― ― ― ― ― ― ― ―

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 △0.11 ― ― ― 0.3
21年3月期 ― ― ― ― ―

（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 1,594 1,046 65.6 1.32
21年3月期 ― ― ― ―

（参考） 自己資本   22年3月期  1,046百万円 21年3月期  ―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 △84 2 173 123
21年3月期 ― ― ― ―

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 ― 0.00 0.00 0 ― ―
22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
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4月1日～平成23年3月31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

1,970 ― △40 ― △50 ― △50 ― △0.06

通期 4,240 1.4 70 438.6 50 ― 40 ― 0.05
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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）  有  

(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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 1社 （社名 （株）キムラタンリテール ） 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 790,093,101株 21年3月期 560,093,101株
② 期末自己株式数 22年3月期  80,250株 21年3月期  78,944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4月1日～平成22年3月31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 4,180 △15.9 13 ― △29 ― △74 ―
21年3月期 4,972 △21.9 △436 ― △555 ― △934 ―

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 △0.11 ―
21年3月期 △1.77 ―

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 1,594 1,046 65.6 1.32
21年3月期 1,702 683 39.8 1.21

（参考） 自己資本 22年3月期  1,046百万円 21年3月期  677百万円

※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見通し等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績
は今後の様々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情報につきましては、4～5ページ「1.経営成績」をご参照ください。 
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１．経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

① 当期の経営成績  

                               （単位：百万円、％） 
平成 21 年３月期（注） 平成 22 年 3 月期  

金額 百分比 金額 百分比 
増減率 

売上高 4,972 100.0 4,180 100.0 △15.9
売上総利益 2,217 44.6 2,051 49.1 △7.5
販売費及び一般管理費 2,654 53.4 2,038 48.8 △23.2
営業利益 △436 △8.8 13 0.3 －

経常利益 △555 △11.2 △30 △0.7 －

当期純利益 △934 △18.8 △74 △1.8 －

（注）当社単体ベースの数値であります。 
 
 当連結会計年度（平成 21 年４月 1 日から平成 22 年３月 31 日まで）におけるわが国経済は、一部に緩

やかな回復の兆しは見られるものの、アパレル市場におきましては、厳しい雇用・所得環境などから消費

者の生活防衛意識は強く、価格競争が一段と激しさを増す中、消費者物価は緩やかに下落する厳しい状況

にありました。 
 このような状況下で、「価値ある製品をお手頃価格で」を基本方針とし、お客様に支持される製品とサー

ビスの提供に注力するとともに、製造原価の低減、粗利重視の店舗運営、大幅なコスト削減施策の実施等

による利益改善に取り組んでまいりました。 
 その結果、売上高は前年同期比 15.9％減の 41 億 80 百万円となりましたが、粗利率の改善と販売費及び

一般管理費の大幅な削減により、営業利益は 13 百万円（前年同期に対し４億 49 百万円の改善）となり、

18 期ぶりに通期営業黒字を達成することができました。 
しかしながら、支払利息その他の財務支出、不採算店舗閉鎖に伴う損失、本社移転に伴う損失等をカバ

ーするには至らず、経常損失は△30 百万円（前年同期に対し５億 25 百万円の改善）、当期純損失は△74
百万円（前年同期に対し８億 59 百万円の改善）となりました。 
 
業態別売上高の比較                            （単位：百万円、％） 
 ショップ 卸 ＮＥＴ その他 合計 

平成 22 年３月期 2,561 1,265 242 111 4,180
平成 21 年３月期（注） 3,171 1,313 231 256 4,972

増減率 △19.2 △3.7 4.7 △56.5 △15.9
（注）当社単体ベースの数値であります。 
 
 ショップ業態につきましては、厳しい市場環境の下、売上が伸びずとも利益を創出できる体質への変革

を目指し、粗利改善に努めるとともに、エリアマネージャー体制の整備、販売員資格制度導入による販売

力強化等の施策を実施いたしました。売上高は、既存店ベースで前年同期比 13.1％減となり、ショップ業

態全体では 19.2％減の 25 億 61 百万円となりましたが、粗利率は前年同期に対し 4.2 ポイント改善しショ

ップ業態の利益改善に繋げることができました。 
 卸業態につきましては、国内の重点得意先との取り組み強化と海外販路の開拓に努めるとともに、残品

率の低減に取り組んでまいりました。専門店卸販売は大手専門店との取引拡大とロシアその他の海外市場

へ向けた販売が増加いたしましたが、一部の得意先との取引を見直した結果、ほぼ前年横ばいとなりまし

た。ＧＭＳ卸販売につきましては、重点取り組み先との取引拡大は実現しましたが、総合小売業の衣料品

販売が全般的に不調であったことにより、ＧＭＳ卸全体では減収となりました。その結果、卸業態全体の
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売上高は前年同期比 3.7％減の 12 億 65 百万円となりました。 
 ＮＥＴ業態につきましては、競合サイトの急増、価格競争の激化など、競争が多様化する中で、新規会

員獲得や週単位のプロモーション強化に努めてまいりました。その結果、売上高は前年同期比 4.7％増の２

億 42 百万円となりました。 
 その他の業態の売上高につきましては、前第１四半期で百貨店業態の販売が終了したことにより、前年

同期比 56.5％減と大幅な減少となり、1 億 11 百万円となりました。 
 売上総利益につきましては、売上高の減少に伴い前年同期比 7.5％減の 20 億 51 百万円となりましたが、

製造原価の低減、ショップ業態における粗利改善重視の店舗運営、卸業態における残品率の低減等の施策

を実施した効果により、利益率は前年同期に対し 4.5 ポイントの改善となりました。 
販売費及び一般管理費につきましては、期首より諸経費削減策を実施してきましたが、下期において一

層のコスト削減策として、本部人件費の削減、物流業務の全面的な外部委託による費用の削減、事務所家

賃の削減、その他業務委託の見直し等による諸経費削減等に取り組んだ結果、前年同期比 23.2％減の 20
億 38 百万円となりました。 
 
（注）当社は前事業年度において連結財務諸表を作成しておらず、当連結会計年度において連結財務諸表

を作成しております。比較の便に資するため、文中の前年同期比は、前事業年度における当社単体ベース

の数値との比較を記載しております。 
 
② 次期の見通し 

                               （単位：百万円、％） 
平成 22 年３月期 平成 23 年 3 月期見通し  
金額 百分比 金額 百分比 

増減率 

売上高 4,180 100.0 4,240 100.0 1.4
売上総利益 2,051 49.1 1,930 45.5 △5.9
販売費及び一般管理費 2,038 48.8 1,860 43.9 △8.7
営業利益 13 0.3 70 1.7 438.5
経常利益 △30 △0.7 50 1.2 －

当期純利益 △74 △1.8 40 0.9 －

 
 わが国経済は、財政政策の下支えやアジア経済の成長を背景とする輸出の増加など、緩やかに持ち直し

ていますが、個人消費は依然として低調で消費者物価の下落が続いており、アパレル市場は今後も厳しい

状況で推移するものと見通しております。 
 このような環境下で、当社グループは、経営の原点である「全てはお客様の喜びのために」を全社の共

通の認識として改めて浸透させ、消費者視点に立った製品、品質、価格そしてサービスを提供することに

より揺るぎない「成長」を目指してまいりたいと考えております。 
 売上高は、当期に対し 1.4％増の 42 億 40 百万円と予想しております。ショップ業態については既存店

ベースで前期横ばいを計画し、ショップ業態全体では 23 億 20 百万円となる見通しです。前掲のとおり市

況は今後も予断を許しませんが、当期において好調であったギフト・乳児向けの女児ブランド「クーラク

ール」の男児版「ピッコロ」を新規に秋から投入し、売上の底上げを図ってまいります。卸業態につきま

しては、前年同期比 14.6％増の 14 億 50 百万円を予想しております。既存ブランド秋物受注が前期比 18％
増と好調であり、また、かつての当社の主力ブランド「バブルブーン」を復活デビューさせ、秋から投入

することにより重点得意先との取引拡大が見込まれます。加えて、来年初夏物に向けさらに新ブランドの

投入を計画していることから、上記予想としております。ＮＥＴ業態につきましては、週単位のプロモー

ションを継続するとともに、お客様に楽しんでお買いものいただけるサイトづくりに一層取り組んでおり、

売上高は前年同期比 24.0％増の３億円を見込んでおります。 
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業態別売上高の予想                            （単位：百万円、％） 
 ショップ 卸 ＮＥＴ その他 合計 
平成 23 年３月期見通し 2,320 1,450 300 170 4,240

平成 22 年３月期 2,561 1,265 242 111 4,180
増減率 △9.4 14.6 24.0 52.3 1.4

 売上総利益につきましては、19 億 30 百万円を見込んでおります。当期に引き続き、製造原価の低減、

ショップ業態における粗利改善に取り組んでいきますが、卸業態の売上構成比が高まることと、低価格商

品の強化を図ることから、利益率は４ポイント程度低下するものと見込んでおります。 
 販売費及び一般管理費につきましては、主として、当期に実施した物流業務の外部委託による費用削減

効果が次期の 12 月まで続くことと、当期における不採算店舗の閉鎖による費用減を見込んでおり、前年同

期比 8.7％減の 18 億 60 百万円となるものと予想しております。 
 以上を前提として、次期の営業利益は 70 百万円（前年同期比 438.6％増）、経常利益は 50 百万円、当期

純利益は 40 百万円を予想しております。 
 
（２）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

 前事業年度末（注） 当連結会計年度末 増減 
総資産（百万円） 1,702 1,594 △108
純資産（百万円） 683 1,046 362
自己資本比率（％） 39.8 65.6 －

１株当たり純資産（円） 1.21 1.32 0.11
借入金・社債残高（百万円） 448 190 △258
（注）当社単体ベースの数値です。 
 
 総資産は、15 億 94 百万円となり、前事業年度末に比べ 1 億８百万円減少しました。主な増加は現金及

び預金 90 百万円であり、主な減少は、受取手形及び売掛金 94 百万円、有形固定資産 42 百万円（減価償

却と本社移転に伴う除却が主要因）、無形固定資産 13 百万円（減価償却とＮＥＴ販売システムの一部除却

が主要因）、投資その他の資産 45 百万円（差入保証金の減少 29 百万円、長期前払費用償却 15 百万円が主

要因）であります。 
 負債は、前事業年度末に比べ４億 70 百万円減少し、５億 48 百万円となりました。主な減少は、支払手

形及び買掛金 67 百万円、短期借入金 98 百万円、社債 1 億 60 百万円、未払金 49 百万円であります。 
 純資産は、前事業年度末に比べ３億 62 百万円増加し、10 億 46 百万円となりました。主な要因は、当期

純損失 74 百万円、第７回新株予約権の行使による資本金の増加２億 21 百万円、資本剰余金の増加２億 21
百万円であります。 
 なお、平成 21 年６月８日開催の取締役会及び平成 21 年６月 25 日開催の定時株主総会において、資本

金及び資本準備金の減少ならびに剰余金の処分を決議し、平成 21 年７月 28 日付でその効力が発生したこ

とをもって、資本金が 112 億 21 百万円、資本準備金が 16 億 11 百万円減少いたしました。これらの資本

の減少については、その全額をその他資本剰余金に計上した後、繰越欠損金を填補いたしました。なお、

前掲のとおり新株予約権の行使により資本金及び資本剰余金が増加したことから、当連結会計年度末にお

ける資本金は９億３百万円、資本剰余金は２億 21 百万円となっております。 
 
（注）当社は、前事業年度において連結財務諸表を作成しておらず、当連結会計年度において連結財務諸

表を作成しております。当連結会計年度の連結貸借対照表と個別貸借対照表とに重要な差異がなく、比較

の便に資するために、前事業年度に係る当社単体の貸借対照表と当連結会計年度に係る連結貸借対照表と

の比較について記載しております。 
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② キャッシュ・フローの状況 

 営業活動による資金収支は 84 百万円の支出（前事業年度は１億 12 百万円の収入）となりました。税金

等調整前当期純損失 68 百万円に対し、減価償却費 51 百万円、売上債権の減少 94 百万円の増加要因があ

りましたが、仕入債務の減少 67 百万円を含む営業債務の正常化を図ったことにより 84 百万円の支出とな

りました。 
 投資活動による資金収支は２百万円の収入（前事業年度は６百万円の支出）となりました。有形固定資

産の取得が６百万円、無形固定資産の取得が２百万円あり、その他の収入が 11 百万円ありました。 
 財務活動による資金収支は１億 73 百万円の収入（前事業年度は２億 14 百万円の支出）となりました。

主な内訳は、短期借入れによる収入 30 百万円、短期借入金の返済による支出 1 億 28 百万円、社債の償還

による支出１億 50 百万円、株式の発行による収入４億 21 百万円であります。 
 
（注）当社は前事業年度において連結財務諸表を作成しておらず、当連結会計年度において連結財務諸表

を作成しております。比較の便に資するため、文中の前年同期実績は、前事業年度における当社単体ベー

スの数値との比較を記載しております。 
 
③ 次期の見通し 

 営業活動によるキャッシュ･フローは、当期より増加するものと見込んでおります。税金等調整前当期純

利益の増加と借入手数料及び利息の支払いの減少を見込んでいる他、当期における仕入債務の減少は一時

的なものと見込んでおります。 
 財務活動に使用されるキャッシュ・フローは、借入金の返済を予定しております。 
 
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は株式上場以来、株主の皆様に対する安定的な利益配分を基本方針として、配当を実施してまいり

ました。しかしながら、長きにわたる業績不振により配当のお支払いを見送りさせていただいております。 
 当事業年度におきましても、当期純損失計上となり、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。 
 
（４）事業等のリスク 

当社の経営成績及び財政状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクは以下のとおりでありますが、当社

はこれらのリスクの存在を認識した上で、当該リスクの発生に伴う影響を極力回避するための努力を継続

してまいります。 
なお、文中における将来に関する事項は、本資料公表日現在において当社が判断したものであります。 

 
① 継続企業の前提に関する重要事象等 
 当社は、平成 21 年３月期まで継続的に多額の当期純損失を計上し、また、平成 20 年３月期まで継続的

に多額のマイナス営業キャッシュ・フローを計上いたしました。当連結会計年度においては大幅に改善し

たものの、74 百万円の当期純損失及び 84 百万円のマイナス営業キャッシュ・フローを計上しております。 
 当該状況により、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。当社は、

当該状況を解消すべく、以下のとおりの対応策を実行・計画しております。 
 当社は、当連結会計年度において、製造原価の低減、粗利重視の店舗運営、大幅なコスト削減施策の実

施等による利益改善に取り組んでまいりました。その結果、売上高は前年同期比 15.9％減の 41 億 80 百万

円となりましたが、粗利率の改善と販売費及び一般管理費の大幅な削減により、営業利益は 13 百万円（前

年同期に対し４億 49 百万円の改善）となり、18 期ぶりに通期営業黒字を達成し、最終利益計上には至ら

なかったものの、大幅な改善を実現することができました。 
 今後もアパレル市場は、厳しい状況で推移することが予想されますが、そのような中で競争力と収益性

を高め、成長を目指していくために、当社の強みであるベビー（0 才から３才児）に資源を集中し、消費

者視点に立ったブランド・製品の開発と提供、サービス力の向上に努めてまいります。 
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具体的には、新たに２ブランドを秋から投入し、店頭売上高の底上げと、卸業態における重点取り組み

先との取引拡大に繋げることを計画しております。また、販売員教育をさらに強化し、販売力とサービス

力の向上を図ってまいります。 
また、製造コストの低減と売れ筋製品の追加生産体制の確立による利益率の向上により一層取り組んで

まいります。さらに、当期に実施したコスト削減策のうち、物流業務の外部委託による費用削減効果は、

次期以降も継続が見込まれる他、引き続きのコスト合理化に取り組んでいきます。 
以上の対応策を実施することにより、さらなる利益改善を実現し、最終黒字の計上を目指していく所存

であります。 
資金面においては、当連結会計年度において社債の償還が完了し、また、借入金の返済も進んだことか

ら、当連結会計年度末における借入金残高は１億 90 百万円となり債務負担は大幅に軽減されました。当社

は、当該借入金について債権者との合意に基づく返済を織り込んだ資金計画を作成しており、実行可能な

ものと考えておりますが、一時的に運転資金の必要性が生じた場合には、返済計画の変更と追加の借入れ

により対応する方針であり、十分に実現可能なものと判断しております。 
 したがって、継続企業の前提に関する重要な不確実性は認められないと判断しておりますので、連結財

務諸表及び財務諸表の注記は記載しておりません。 
② 経済状況・消費動向に関するリスク 
一昨年前に起こった世界的な金融危機のような世界経済に悪化を来す事象の発生、国内景気の悪化等は、

個人消費に少なからずマイナスの影響を与え、当社の業績と財政状況に悪影響を及ぼす可能性があります。 
③ 天候に関するリスク 
当社のアパレル事業の販売高はそれぞれの季節における天候不順に少なからず影響されます。著しい天

候不順が生じた場合、消費マインドの低下を招き、業績と財政状況に悪影響を与える可能性があります。 
④ 安全性に関するリスク 
当社は、製品の品質、安全性の確保を経営の最重要課題のひとつであると考えており、製品の製造過程

において発生する可能性のある針等の危険異物等の混入などの欠陥を防ぐため、品質管理部署を設け、最

新の検針器の導入や、専門機関による全品検査など安全性の向上に努めております。しかしながら、予測

できない事故により製品に欠陥が生じた場合、消費者や販売先に不信感を与えるとともにブランドイメー

ジを損ね、業績と財政状態に悪影響を与える可能性があります。 
⑤ 市場競争力に関するリスク 
当社が営むアパレル事業は、品質や価格面での競争力に加え、商品の感性やファッション性、店舗演出

力といった変化の激しい消費者ニーズへの対応力も競争優位性を確保する上で重要な要素となります。 
当社ではこのような市場環境におきまして、明確な商品戦略、販売戦略をもって、魅力的な製品を提供

できると考えておりますが、当社が市場の変化を十分に予測できず、他社との競争力が後退した場合、将

来における売上の低迷と収益性を低下させ、業績と財政状態に影響を与える可能性があります。 
⑥ 製品の仕入に関するリスク 
当社は多くの製品を海外から仕入れており、これらの仕入にあたっては、仕入先の国における以下のリ

スクが内在しております。 
・予期しない法律または規制の変更 
・政治、経済の混乱 
・テロ、戦争による社会的混乱 
これらの要因は、当社において、生産価格の上昇や供給不足を招くリスクを孕んでおり、業績と財政状

態に悪影響を与える可能性があります。 
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２．企業集団の状況 

（１）【事業の内容】 

当社は、ベビー・子供アパレル事業を営んでおり、自社企画・設計による高価値・お手頃価格の製品を

中心に、ＧＭＳ（総合スーパー）等におけるインショップ（得意先売場内の自社インショップの店頭在庫

管理は自社で行い自社販売員が消費者に接客販売を行う形態）の運営、ＧＭＳ・専門店への卸販売と直営

店・ＷＥＢ通販による消費者への直接販売を行っております。 
 当社は、ショップ業態における店舗運営業務を連結子会社である㈱キムラタンリテールに委託しており

ます。  
（２）【関係会社の状況】 

 (1) 親会社 
   該当ありません。 

(2) 連結子会社 
関係内容 

役員の兼任等 
会社名 住所 

資本金又

は出資金 

事業

の内

容 

議決権の

所有割合

（％） 
当社役員

（名） 
当社従業

員（名）

資金援助

貸付金 
営業上の

取引 
設備の賃

貸借等 

㈱キムラタ

ンリテール 
兵庫県

神戸市 
1 百万円 

ア パ

レル 
100.0 － 1 － 

業務委託

取引 
－

(3) 持分法適用会社 
  該当ありません。 
(4) その他の関係会社 
  該当ありません。 

 
３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「世界の子育てを快適に幸せに」をモットーにすべての人々の子育てを応援することを

使命とし、「確かな品質」で「お手頃価格」の製品と質の高いサービスを提供することを通して、お客様に

満足を提供し続け、楽しく豊かな暮らしの実現に貢献することを基本方針としております。 
 
（２）中長期的な会社の経営戦略 

 当社フループは、当連結会計年度において、18 期ぶりの営業黒字化を達成いたしました。今後、当社グ

ループは、さらなるコスト合理化に取り組むとともに、収益力を回復させ、揺るぎない「成長」を目指し

てまいりたいと考えております。その実現のために、次の３点に注力していきます。 
① ベビー（0 才から 3 才児）への資源集中 
 わが国における出生人口は年々減少し続けてはいますが、全体の市場規模からみると当社グループには

まだまだ成長の余力があると考えております。本来、当社の強みはベビーにあり、この強みをさらに活か

して成長を目指していくことを、中長期の経営戦略の中心として位置づけ、お客様の視点に立った、ブラ

ンド・製品の開発と質の高いサービスの提供に努めてまいります。 
② 百貨店市場への再上陸 
 昨今の個人消費の低迷は、高額品を品揃えの中心としてきた百貨店業界に深刻な影響を与えております。

当社の「確かな品質」で「お手頃価格」のブランド・製品は、百貨店のお客様にも必ず満足いただけるも

のと確信しております。現在のインショップのフォーマットを百貨店市場に「再上陸」させ、お得意先や

お客様とともに、百貨店市場の新しい価値を創出しながら、新たな成長を目指していくことを、国内市場

における主力の戦略として考えております。 
③ 海外市場の開発 
 当社グループが中長期的に成長していくために、急激に成長し巨大な市場を形成しつつある新興国にお
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ける本格的な事業展開を目指してまいります。現在、ロシアに当社製品が上陸しておりますが、中国その

他のアジア諸国においても「確かな品質」へのニーズは高まっており、当社製品も支持されるものと認識

しております。 
 
（３）対処すべき課題 

 当社グループが取り組むべき主要な課題を次のとおり認識しております。 
 
① 海外生産に対する一層の取り組み 
 昨今のアパレル市場は、個人消費の低迷の影響を受けて、デフレが進行しています。このような中で、

当社が収益性を向上させていくためには、価値ある製品の開発とともに、製造コストのさらなる低減が急

務であると考えております。 
 また、当社では全体の約 80％を中国において生産しております。昨今、経済の急激な発展とともに、中

国国内の諸情勢が激変していますが、そのような中で、安定的な供給力を確保することが急務であると考

えております。 
 以上の２点の課題解決のために、中国及びその他の国における優良なメーカー・サプライヤーとの取り

組みを一層強化し、製造コストの低減と安定的な供給源の確保を実現してまいります。 
② 追加生産体制の確立 
 現在、一部の定番商品において、追加生産体制を構築していますが、利益率のさらなる向上に向けて、

売れ筋製品の追加生産体制の確立が必要であると認識しております。2010 年秋物から、乳児ブランド「ク

ーラクール」において売れ筋追加生産を開始いたしますが、順次、他ブランドにも展開し、機会損失と格

下げロスを最小化し、収益性を各段に高めていきたいと考えております。 
③ 店頭収益力向上のための取り組み 
 当期におけるショップ業態は、「粗利改善による収益構造の改革」をテーマに、売上高の減少を来たして

も利益を創出できる体質への変革に取り組んでまいりました。その結果、ショップ業態における粗利率は

前年同期に対し 4.2 ポイント改善し、利益改善に繋げることができました。 
 次期以降は、この構造改革をより進化させるとともに、収益力の向上・売上の拡大に取り組んでいきた

いと考えております。 
 その施策として、上記「② 追加生産体制の確立」とともに、品揃え面で弱かった男児向け製品として、

2010 年秋物から男児ブランド「ピッコロ」を投入いたします。 
 さらに、当期において、販売員資格制度を導入し、販売員としての基本的な育児や商品に関する知識の

向上を図ってきましたが、さらに当社ショップの優位性を高めるための教育を実施してまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：百万円)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部  

流動資産  

現金及び預金 123

受取手形及び売掛金（純額） 620

商品及び製品 630

仕掛品 4

原材料及び貯蔵品 26

その他 14

貸倒引当金 △33

流動資産合計 1,386

固定資産  

有形固定資産  

建物及び構築物 15

減価償却累計額 △7

建物及び構築物（純額） 7

機械装置及び運搬具 8

減価償却累計額 △8

機械装置及び運搬具（純額） 0

工具、器具及び備品 314

減価償却累計額 △230

工具、器具及び備品（純額） 84

有形固定資産合計 92

無形固定資産  

ソフトウエア 26

その他 10

無形固定資産合計 37

投資その他の資産  

破産更生債権等 421

差入保証金 52

その他 1

貸倒引当金 △396

投資その他の資産合計 78

固定資産合計 208

資産合計 1,594
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(単位：百万円)

当連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部  

流動負債  

支払手形及び買掛金 156

短期借入金 130

1年内返済予定の長期借入金 60

未払金 93

未払法人税等 8

返品調整引当金 5

ポイント引当金 3

その他 90

流動負債合計 548

負債合計 548

純資産の部  

株主資本  

資本金 903

資本剰余金 221

利益剰余金 △74

自己株式 △4

株主資本合計 1,046

純資産合計 1,046

負債純資産合計 1,594
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（２）連結損益計算書 

(単位：百万円)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 4,180

売上原価 2,132

売上総利益 2,047

返品調整引当金戻入額 9

返品調整引当金繰入額 5

差引売上総利益 2,051

販売費及び一般管理費 2,038

営業利益 13

営業外収益  

受取利息及び配当金 0

その他 3

営業外収益合計 3

営業外費用  

支払利息 13

株式交付費償却 15

借入手数料 11

為替差損 0

その他 5

営業外費用合計 47

経常損失（△） △30

特別利益  

債務免除益 18

特別利益合計 18

特別損失  

貸倒引当金繰入額 4

固定資産除却損 12

店舗閉鎖損失 5

本社移転費用 14

長期前払費用臨時償却 12

関係会社整理損 1

前期損益修正損 5

特別損失合計 56

税金等調整前当期純損失（△） △68

法人税、住民税及び事業税 5

法人税等合計 5

当期純損失（△） △74
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本  

資本金  

前期末残高 11,903

当期変動額  

新株の発行 221

資本金から剰余金への振替 △11,221

当期変動額合計 △10,999

当期末残高 903

資本剰余金  

前期末残高 1,611

当期変動額  

新株の発行 221

資本金から剰余金への振替 11,221

準備金から剰余金への振替 －

欠損填補 △12,833

当期変動額合計 △1,390

当期末残高 221

利益剰余金  

前期末残高 △12,833

当期変動額  

欠損填補 12,833

当期純損失（△） △74

当期変動額合計 12,758

当期末残高 △74

自己株式  

前期末残高 △4

当期変動額  

自己株式の取得 △0

当期変動額合計 △0

当期末残高 △4

株主資本合計  

前期末残高 677

当期変動額  

新株の発行 442

資本金から剰余金への振替 －

準備金から剰余金への振替 －

欠損填補 －

当期純損失（△） △74

自己株式の取得 △0

当期変動額合計 368

当期末残高 1,046
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(単位：百万円)

当連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

新株予約権  

前期末残高 5

当期変動額  

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5

当期変動額合計 △5

当期末残高 －

純資産合計  

前期末残高 683

当期変動額  

新株の発行 442

資本金から剰余金への振替 －

準備金から剰余金への振替 －

欠損填補 －

当期純損失（△） △74

自己株式の取得 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5

当期変動額合計 362

当期末残高 1,046
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

当連結会計年度 
(自 平成21年４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  

税金等調整前当期純損失（△） △68

減価償却費 51

長期前払費用償却額 15

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） △23

賞与引当金の増減額（△は減少） △10

返品調整引当金の増減額（△は減少） △4

ポイント引当金の増減額（△は減少） 0

受取利息及び受取配当金 △0

支払利息 13

固定資産除却損 12

本社移転費用 11

債務免除益 △10

売上債権の増減額（△は増加） 94

たな卸資産の増減額（△は増加） △8

仕入債務の増減額（△は減少） △67

その他 △61

小計 △66

利息及び配当金の受取額 0

利息の支払額 △12

法人税等の支払額 △6

営業活動によるキャッシュ・フロー △84

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 △6

無形固定資産の取得による支出 △2

その他の収入 11

その他の支出 △0

投資活動によるキャッシュ・フロー 2

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 30

短期借入金の返済による支出 △128

社債の償還による支出 △150

株式の発行による収入 421

自己株式の取得による支出 △8

財務活動によるキャッシュ・フロー 173

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 90

現金及び現金同等物の期首残高 33

現金及び現金同等物の期末残高 123
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（５）継続企業の前提に関する注記 
当連結会計年度 

（自 平成 21 年４月 １日 
至 平成 22 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。  
  
（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

当連結会計年度 
（自 平成 21 年４月 １日 
至 平成 22 年３月 31 日） 

１．連結の範囲に関する事項 
すべての子会社を連結しております。 

連結子会社の数 １社 
連結子会社の名称 株式会社キムラタンリテ

ール 
 株式会社キムラタンリテールについては、当連結
会計年度において新たに設立したことにより、当連
結会計年度から連結子会社に含めることにしまし
た。 
２．持分法の適用に関する事項 

該当事項はありません。 
３．連結子会社の事業年度に関する事項 
 連結子会社の決算日は、連結決算日と一致してお

ります。 
４．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 たな卸資産 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法） 
商品及び製品     ： 個別法  
仕掛品        ： 個別法 
原材料及び貯蔵品   ： 最終仕入原価法

(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 
② 無形固定資産 

：定額法 
自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能な期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。 
③ リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額をゼロとする定額法を採用しており

ます。 
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当連結会計年度 

（自 平成 21 年４月 １日 
至 平成 22 年３月 31 日） 

(3) 重要な引当金の計上基準 
① 貸倒引当金 

売掛金等の債権の貸倒れによる損失に備える

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。 
② 返品調整引当金 

販売済商品及び製品の期末日後の返品による

損失に備えるため、期末以前２ヵ月間の売上高

に実績率を乗じた金額を計上しております。 
③ 賞与引当金 

従業員の賞与の支払いに充てるため、将来の

支給見込額のうち当期の負担額を計上しており

ます。 
（追加情報） 
当社は、当期の業績等に鑑み、当下半期（平

成 21年 10月 1日から平成 22年３月 31日まで）

を対象期間とする従業員に対する賞与を支給し

ないことを決定し、従業員より合意を得ました。

その結果、計上すべき賞与引当金はありませ

ん。 
④ ポイント引当金 

当社インターネット販売サイトの顧客に付与

されたポイントの使用による費用発生に備える

ため、将来使用されると見込まれる額を計上し

ております。 
(4) その他財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 
消費税等の会計処理は、税抜方式によってお

ります。 
５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

全面時価評価法を採用しております。 
６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の

範囲 
連結キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び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

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 
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（７）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 

当連結会計年度 
（自 平成 21 年４月 １日 
至 平成 22 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 
  
（８）連結財務諸表に関する注記事項 
（連結貸借対照表関係） 

当連結会計年度 
（平成 22 年３月 31 日現在） 

１．譲渡担保資産 
(1) 担保に供している資産 

受取手形 3 百万円 
売掛金 542  
たな卸資産 661  

合計 1,206  
(2) 担保資産に対応する債務 

短期借入金 112 百万円  
２．手形割引高 

受取手形割引高 30 百万円  
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（連結損益計算書関係） 

当連結会計年度 
（自 平成 21 年４月 １日 
至 平成 22 年３月 31 日） 

１．通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益低

下による簿価切下げ額 
売上原価 3 百万円  

２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 
荷造り及び発送費 73 百万円 
販売促進費 65  
給料及び手当 626  
賞与 7  
退職給付費用 8  
賃借料 680  
支払手数料 223  
租税公課 19  
減価償却費 47  
貸倒引当金繰入額 3   

３．固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 
建物附属設備 5 百万円 
機械装置 0  
工具、器具及び備品 1  
ソフトウエア 4  
合計 12   

４．前期損益修正損の内容は、過年度における当社

売掛金と得意先の買掛金とに差異が生じたもの

について、交渉の結果、当社が負担することと

なった額であります。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 
当連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 
１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

普通株式（株） 560,093,101 230,000,000 － 790,093,101
（注）増加は、新株予約権の行使によるものであります。 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

普通株式（株） 78,944 1,306 － 80,250
（注）自己株式の株式数の増加 1,306 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

３．新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 
 
４．配当に関する事項 
 該当事項はありません。 
  
（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

当連結会計年度 
（自 平成 21 年４月 １日 
至 平成 22 年３月 31 日） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 
現金及び預金 123 百万円 
現金及び現金同等物 123  

２．重要な非資金取引の内容 
権利行使による新株

予約権減少額 
5 百万円 

 
 
 
（セグメント情報） 
【事業の種類別セグメント情報】 
 当連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 
  全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額合計額に占めるアパレル事業

の割合が、いずれも 90％を超えているため、記載を省略しております。 
 
【所在地別セグメント情報】 
 当連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 
  全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合がいずれも

90％超であるため、記載を省略しております。 
 
【海外売上高】 
 当連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 
  海外売上高が連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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（関連当事者情報） 
当連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 
 
連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

種類 
会社等の

名称又は

氏名 
所在地 

資本金又

は出資金

(百万円） 

事業の内容

又は職業 

議決権等の

所有(被所

有）割合（％） 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高

（百万円） 

役員 浅川岳彦 － － 
当社代表取

締役 

(被所有) 
直接 
0.0 

資金の借入 資金の借入 － 

株主、役員

又は従業

員からの

1 年内返

済予定の

長期借入

金 

20 

役員 木村裕輔 － － 当社取締役 
(被所有) 
直接 
0.0 

資金の借入 資金の借入 － 

株主、役員

又は従業

員からの

1 年内返

済予定の

長期借入

金 

9 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

資金の借入れの条件は無利息・無担保であります。 

 
 
（１株当たり情報） 

当連結会計年度 
（自 平成 21 年４月 １日 
至 平成 22 年３月 31 日） 

 
１株当たり純資産額 1.32 円

１株当たり当期純損失（△） △0.11 円 
 
 
（重要な後発事象） 

当連結会計年度 
（自 平成 21 年４月 １日 
至 平成 22 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 
 

 
（開示の省略） 
 リース取引、税効果会計、金融商品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ます。 
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５.個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 33 122

受取手形 42 16

売掛金 673 604

商品及び製品 615 630

仕掛品 11 4

原材料及び貯蔵品 25 26

前渡金 7 6

前払費用 4 1

未収入金 3 －

その他 4 6

貸倒引当金 △27 △33

流動資産合計 1,392 1,385

固定資産   

有形固定資産   

建物 19 15

減価償却累計額 △8 △7

建物（純額） 11 7

機械及び装置 2 1

減価償却累計額 △2 △1

機械及び装置（純額） 0 0

車両運搬具 6 6

減価償却累計額 △5 △6

車両運搬具（純額） 1 0

工具、器具及び備品 319 314

減価償却累計額 △196 △230

工具、器具及び備品（純額） 122 84

有形固定資産合計 134 92

無形固定資産   

商標権 0 0

ソフトウエア 40 26

電話加入権 10 10

無形固定資産合計 50 37

投資その他の資産   

関係会社株式 － 1

破産更生債権等 439 421

長期前払費用 16 0

差入保証金 81 52

その他 1 1

貸倒引当金 △415 △396

投資その他の資産合計 124 79

固定資産合計 309 209

資産合計 1,702 1,594
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成21年３月31日) 

当事業年度 
(平成22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 224 156

短期借入金 207 112

株主、役員又は従業員からの短期借入金 21 18

1年内返済予定の長期借入金 － 8

株主、役員又は従業員からの1年内返済予定の
長期借入金

－ 51

1年内償還予定の社債 30 －

未払金 143 94

未払費用 68 54

未払法人税等 27 8

未払事業所税 5 1

未払消費税等 30 25

預り金 25 8

返品調整引当金 9 5

賞与引当金 10 －

ポイント引当金 2 3

流動負債合計 805 548

固定負債   

社債 130 －

長期借入金 11 －

株主、役員又は従業員からの長期借入金 48 －

確定拠出年金移行時未払金 23 －

固定負債合計 213 －

負債合計 1,018 548

純資産の部   

株主資本   

資本金 11,903 903

資本剰余金   

資本準備金 1,611 221

資本剰余金合計 1,611 221

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △12,833 △74

利益剰余金合計 △12,833 △74

自己株式 △4 △4

株主資本合計 677 1,046

新株予約権 5 －

純資産合計 683 1,046

負債純資産合計 1,702 1,594
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

売上高 4,972 4,180

売上原価 2,785 2,132

売上総利益 2,186 2,047

返品調整引当金戻入額 40 9

返品調整引当金繰入額 9 5

差引売上総利益 2,217 2,051

販売費及び一般管理費 2,654 2,038

営業利益又は営業損失（△） △436 13

営業外収益   

受取利息 0 0

その他 4 3

営業外収益合計 4 3

営業外費用   

支払利息 29 13

株式交付費償却 4 －

株式交付費 20 15

借入手数料 57 11

為替差損 0 0

その他 12 5

営業外費用合計 123 46

経常損失（△） △555 △29

特別利益   

固定資産売却益 0 －

貸倒引当金戻入額 14 －

新株予約権消却益 3 －

債務免除益 － 18

特別利益合計 17 18

特別損失   

貸倒引当金繰入額 213 4

固定資産売却損 5 －

固定資産除却損 33 12

減損損失 16 －

店舗閉鎖損失 18 5

本社移転費用 － 14

関係会社整理損 3 1

たな卸資産除却損 64 －

長期前払費用臨時償却 － 12

前期損益修正損 － 5

その他 37 －

特別損失合計 393 56

税引前当期純損失（△） △931 △68

法人税、住民税及び事業税 5 5

法人税等調整額 △2 －

法人税等合計 2 5

当期純損失（△） △934 △74
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 11,318 11,903

当期変動額   

新株の発行 584 221

資本金から剰余金への振替 － △11,221

当期変動額合計 584 △10,999

当期末残高 11,903 903

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,083 1,611

当期変動額   

新株の発行 528 221

準備金から剰余金への振替 － △1,611

当期変動額合計 528 △1,390

当期末残高 1,611 221

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 － 11,221

準備金から剰余金への振替 － 1,611

欠損填補 － △12,833

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 1,083 1,611

当期変動額   

新株の発行 528 221

資本金から剰余金への振替 － 11,221

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － △12,833

当期変動額合計 528 △1,390

当期末残高 1,611 221

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △11,902 △12,833

当期変動額   

欠損填補 － 12,833

当期純損失（△） △934 △74

土地再評価差額金の取崩 3 －

当期変動額合計 △930 12,758

当期末残高 △12,833 △74
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 △11,902 △12,833

当期変動額   

欠損填補 － 12,833

当期純損失（△） △934 △74

土地再評価差額金の取崩 3 －

当期変動額合計 △930 12,758

当期末残高 △12,833 △74

自己株式   

前期末残高 △4 △4

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △4 △4

株主資本合計   

前期末残高 495 677

当期変動額   

新株の発行 1,112 442

資本金から剰余金への振替 － －

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － －

当期純損失（△） △934 △74

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 3 －

当期変動額合計 182 368

当期末残高 677 1,046

評価・換算差額等   

土地再評価差額金   

前期末残高 3 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3 －

当期変動額合計 △3 －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 3 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3 －

当期変動額合計 △3 －

当期末残高 － －
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(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

新株予約権   

前期末残高 － 5

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 5 △5

当期変動額合計 5 △5

当期末残高 5 －

純資産合計   

前期末残高 499 683

当期変動額   

新株の発行 1,112 442

資本金から剰余金への振替 － －

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － －

当期純損失（△） △934 △74

自己株式の取得 △0 △0

土地再評価差額金の取崩 3 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2 △5

当期変動額合計 184 362

当期末残高 683 1,046
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（４）キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前当期純損失（△） △931

減価償却費 78

減損損失 16

繰延資産償却額 4

長期前払費用償却額 5

貸倒引当金の増減額（△は減少） 195

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） △47

賞与引当金の増減額（△は減少） △6

返品調整引当金の増減額（△は減少） △31

ポイント引当金の増減額（△は減少） 2

新株予約権消却益 △3

受取利息及び受取配当金 △0

支払利息 29

固定資産売却損益（△は益） 5

固定資産除却損 33

本社移転費用 17

売上債権の増減額（△は増加） 310

たな卸資産の増減額（△は増加） 189

仕入債務の増減額（△は減少） 159

その他 122

小計 149

利息及び配当金の受取額 0

利息の支払額 △30

法人税等の支払額 △6

営業活動によるキャッシュ・フロー 112

投資活動によるキャッシュ・フロー  

長期性預金の払戻による収入 22

有形固定資産の売却による収入 1

有形固定資産の取得による支出 △17

無形固定資産の取得による支出 △24

その他の収入 18

その他の支出 △6

投資活動によるキャッシュ・フロー △6

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 21

短期借入金の返済による支出 △278

長期借入れによる収入 89

社債の償還による支出 △1,120

株式の発行による収入 1,062

新株予約権の発行による収入 10

新株予約権の取得による支出 △0

自己株式の取得による支出 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △214

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △108

現金及び現金同等物の期首残高 141

現金及び現金同等物の期末残高 33
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（５）継続企業の前提に関する注記 
前事業年度 

（自 平成 20 年４月 １日 
至 平成 21 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 21 年４月 １日 
至 平成 22 年３月 31 日） 

 当社は前事業年度において 25億 34百万円の当期

純損失及び８億４百万円のマイナス営業キャッシ

ュ・フローを計上し、また、当事業年度においては

９億 34 百万円の当期純損失を計上いたしました。

 当該状況により、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。 
 当社は当該状況を解消し経営基盤を強化すべく、

以下の経営計画を策定し、その達成に取り組んでお

ります。 
１．経営計画の基本方針 
① 当事業年度の経営計画の基本方針 
 当事業年度においては、①不採算事業からの撤退

等の事業のリストラクチャリングによる大幅な収

益改善策の実行、②本業アパレル事業への経営資源

集中、③商品力の強化、ブランド構成の見直し、成

長市場の開拓等を基本方針とした経営計画を策定

し、その達成に取り組んでまいりました。その結果、

売上高は前年同期に対し 21.9％減となったものの、

売上総利益率は前年同期に対し 7.7 ポイント改善

し、また、販売費及び一般管理費は前年同期比

29.7％減となり、営業損失は前年同期比 69.5％減と

なるなど、業績改善に繋げてまいりました。 
② 平成 22 年３月期の経営方針 
 今後のアパレル市場は、引き続き厳しい状況で推

移することが予想されますが、このような環境下

で、今後のさまざまな環境変化への対応力を強化

し、業績の回復と再建を果たしていくために、当社

は、商品、販売、人材と組織、コストのそれぞれに

おいて課題を整理し、具体的な施策の明確化とその

実現に取り組んでおります。 
 商品戦略としては、当社の強みをさらに追及し、

より一層お客様に満足いただける製品開発に注力

してまいります。一方で製造コストの低減、MD の

変革を徹底し、収益改善を図ってまいります。販売

戦略としては、拡大チャネルと改革チャネルとを区

分し、それぞれの重点課題を明確にし、解決に取り

組んでまいります。人材と組織としては、人材の育

成とコミュニケーション強化に向けた体制及び制

度の整備に努めてまいります。また、さらなるコス

ト削減に向けて、店舗家賃の減額、物流費の削減、

システム運用費の削減、その他あらゆる費目につい

て業務の見直し・合理化に取り組んでおります。 

 該当事項はありません。 
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前事業年度 

（自 平成 20 年４月 １日 
至 平成 21 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 21 年４月 １日 
至 平成 22 年３月 31 日） 

 当社は、昨今の経済情勢を踏まえると、売上高の

減少は避けられないものと判断しておりますが、上

記基本方針を軸として、コスト削減と業務改善に注

力し、黒字化達成を目指してまいります。 
２．資金計画 
 当社は、上記の経営計画に基づいた資金計画を作

成しておりますが、社債及び借入金の負担は、当面

の当社のキャッシュ・フローの状況を鑑みると過大

なものであり、この解決が財務上の最重要課題であ

るとの認識に立ち、債権者との協議を重ねてまいり

ました。 
 当社が平成 17 年 12 月 21 日に発行いたしました

社債の当事業年度末における残高は１億 60 百万円

であり、平成 20 年 12 月 22 日付で締結した変更契

約に基づく償還期日は平成 21 年 12 月 22 日であり

ました。当社及び社債権者は、償還期日を平成 22
年６月 22 日まで延長するとともに、月次の償還は、

平成 21 年 5 月 22 日までに 30 百万円を償還し、そ

の残額は平成 22 年４月以降６月までの分割とする

条件に変更することで合意に至りました。 
 他方で、短期借入金（従業員からのものを除く）

の当事業年度末における残高は２億７百万円であ

り、平成 21 年４月及び５月に各々20 百万円を弁済

する計画ですが、その後の月次の弁済額については

当初の条件を変更することで債権者との基本合意

に至っております。 
 しかし、これらの対応策に関しまして、営業施策

面においては計画通りに推移しない可能性がある

ため、また、資金面においては借入先との基本合意

に基づき、協議を行いながら進めている途上である

ため、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、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

響を財務諸表には反映していません。 
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（６）重要な会計方針 

前事業年度 
（自 平成 20 年４月 １日 
至 平成 21 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 21 年４月 １日 
至 平成 22 年３月 31 日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 
子会社株式及び関連会社株式 
 総平均法による原価法 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 
 同左 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 
評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法） 
商品及び製品     ： 個別法  
仕掛品        ： 個別法 
原材料及び貯蔵品   ： 最終仕入原価法

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 
 同左 

３．固定資産の減価償却の方法 
(1) 有形固定資産 

：定率法 
(2) 無形固定資産 

：定額法 
自社利用のソフトウェアについては、社内に

おける利用可能な期間（５年）に基づく定額法

を採用しております。  
(3) リース資産 

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係

るリース資産については、リース期間を耐用年

数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用し

ております。 

３．固定資産の減価償却の方法 
(1) 有形固定資産 

 同左 
(2) 無形固定資産 

 同左 
 
 
 
(3) リース資産 

 同左 

４．繰延資産の会計処理 
株式交付費 
支出時より３年間で均等償却しております。

――――― 

５．引当金の計上基準 
(1) 貸倒引当金 

売掛金等の債権の貸倒れによる損失に備える

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。 
(2) 返品調整引当金 

販売済商品及び製品の期末日後の返品による

損失に備えるため、期末以前２ヵ月間の売上高

に実績率を乗じた金額を計上しております。 
(3) 賞与引当金 

従業員の賞与の支払いに充てるため、将来の

支給見込額のうち当期の負担額を計上しており

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 

 同左 
 
 

(3) 賞与引当金 
 同左 
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前事業年度 

（自 平成 20 年４月 １日 
至 平成 21 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 21 年４月 １日 
至 平成 22 年３月 31 日） 

 
 
 
 
 
 

――――― 
 
 
 
 
（追加情報） 
（ポイント引当金） 
 当社インターネット販売サイトの顧客に付

与されたポイントの使用による費用発生に備

えるため、期末において将来使用されると見

込まれる額を計上しております。 
 これに伴い、従来の方法と比較して、営業

損失、経常損失及び税引前当期純損失が２百

万円増加しております。 

（追加情報） 
当社は、当期の業績等に鑑み、当下半期（平

成 21年 10月 1日から平成 22年３月 31日まで）

を対象期間とする従業員に対する賞与を支給し

ないことを決定し、従業員より合意を得ました。

その結果、計上すべき賞与引当金はありませ

ん。 
(4) ポイント引当金 

 当社インターネット販売サイトの顧客に付

与されたポイントの使用による費用発生に備

えるため、将来使用されると見込まれる額を

計上しております。 
 

６．キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

 キャッシュ・フロー計算書における資金（現

金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出

し可能な預金及び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

取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。 

――――― 

７．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、税抜方式によってお

ります。 

７．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 

同左 
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（７）会計処理方法の変更 

前事業年度 
（自 平成 20 年４月 １日 
至 平成 21 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 21 年４月 １日 
至 平成 22 年３月 31 日） 

（リース取引に関する会計基準の適用） 
 「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成５年６月 17日 最終改正平成 19年３

月 30 日 企業会計基準第 13 号）及び「リース取引

に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会 平成６年１月 18 日 最終改正平成 19 年３月

30 日 企業会計基準適用指針第 16 号）を早期に適

用し、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

処理から通常の売買取引に係る方法に準じた会計

処理に変更し、リース資産として計上する方法によ

っております。 
 またリース資産の減価償却の方法は、リース期間

を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方

法によっております。 

該当事項はありません。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始前の所

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。 
 これによる、営業損失、経常損失、税引前当期純
損失に与える影響はありません。 

 

 
 （表示方法の変更） 

前事業年度 
（自 平成 20 年４月 １日 
至 平成 21 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 21 年４月 １日 
至 平成 22 年３月 31 日） 

―――――― （貸借対照表） 
 前事業年度において区分掲記しておりました「未

収入金」（当事業年度 1 百万円）は、金額が僅少と

なったため、当事業年度においては流動資産の「そ

の他」に含めて表示しております。 
（損益計算書） 
 前事業年度において特別損失「その他」に含めて

表示しておりました「本社移転損失」（前事業年度

20 百万円）は、特別損失の総額の 10/100 を超えた

ため、当事業年度においては区分掲記することとし

ました。 
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（８）個別財務諸表に関する注記事項 
（貸借対照表関係） 

前事業年度 
（平成 21 年３月 31 日現在） 

当事業年度 
（平成 22 年３月 31 日現在） 

１．譲渡担保資産 
(1) 担保に供している資産 

受取手形 30 百万円 
売掛金 509  
たな卸資産 652  

合計 1,191  
(2) 担保資産に対応する債務 

短期借入金 207 百万円  

１．譲渡担保資産 
(1) 担保に供している資産 

受取手形 3 百万円 
売掛金 542  
たな卸資産 661  

合計 1,206  
(2) 担保資産に対応する債務 

短期借入金 112 百万円  
２．手形割引高 

受取手形割引高 13 百万円  

２．手形割引高 
受取手形割引高 30 百万円  

  
（損益計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成 20 年４月 １日 
至 平成 21 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 21 年４月 １日 
至 平成 22 年３月 31 日） 

１．通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益低

下による簿価切下げ額 
売上原価 15 百万円  

１．通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益低

下による簿価切下げ額 
売上原価 3 百万円  

２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 
荷造り及び発送費 93 百万円 
販売促進費 85  
給料及び手当 698  
賞与 15  
退職給付費用 9  
賃借料 886  
支払手数料 380  
租税公課 42  
減価償却費 71   

２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 
荷造り及び発送費 73 百万円 
販売促進費 65  
給料及び手当 624  
賞与 7  
退職給付費用 8  
賃借料 680  
支払手数料 223  
租税公課 19  
減価償却費 47  
貸倒引当金繰入額 3   

３．固定資産売却益の内容は、次のとおりでありま

す。 
車両運搬具 74 百万円  

――――― 

４．固定資産売却損の内容は、次のとおりでありま

す。 
土地 5 百万円  

――――― 

５．固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 
建物附属設備 6 百万円 
車両運搬具 0  
工具、器具及び備品 17  
ソフトウエア 9  

合計 33   

５．固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 
建物附属設備 5 百万円 
機械及び装置 0  
工具、器具及び備品 1  
ソフトウエア 4  

合計 12   
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前事業年度 

（自 平成 20 年４月 １日 
至 平成 21 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 21 年４月 １日 
至 平成 22 年３月 31 日） 

６．減損損失 
 当社は、以下のグループ資産について減損損失を

計上しております。 
（その他） 

場所 用途 種類 
広島県他 事業用資産 工具、器具及

び備品 
 当社は、資産を事業別及び取引販路別にグルーピ

ングを行っております。ただし、独立したキャッシ

ュ・フローを生み出すものと認められる遊休資産に

ついては、個別のグルーピングとしております。ま

た、本社設備等については、独立したキャッシュ・

フローを生み出さないことから共用資産としてお

ります。 
（追加情報） 
 当社は、平成 21 年３月開催の取締役会において、

インショップ５店舗、直営店２店舗の合計７店舗に

ついて平成 21 年４月１日以降の閉鎖を決定いたし

ました。これに伴い、各々インショップ業態及び直

営店業態から独立したキャッシュ・フローを生み出

す資産グループとしてグルーピングの範囲を変更

いたしました。 
（減損損失の金額） 
 上記のとおり、平成 21 年 4 月 1 日以降に７店舗

の閉鎖を決定しておりますが、これらの店舗におけ

る什器等の有形固定資産につきましては、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（16 百万円）として計上いたしました。 
 固定資産の種類ごとの内訳は、工具、器具及び備

品 16 百万円となっております。 
 なお、資産グループの回収可能価額は使用価値に

より算定しており、上記につきましては、いずれも

将来キャッシュ・フローに基づく使用価値がマイナ

スであるため回収可能価額は備忘価額として１円

で評価しております。 

――――― 

――――― ７．前期損益修正損の内容は、過年度における当社

売掛金と得意先の買掛金とに差異が生じたもの

について、交渉の結果、当社が負担することと

なった額であります。 
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（株主資本等変動計算書関係） 
前事業年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 
１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

普通株式（株） 395,093,101 165,000,000 － 560,093,101
（注）増加は、第三者割当による新株式の発行及び新株予約権の行使によるものであります。 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

普通株式（株） 74,696 4,248 － 78,944
（注）自己株式の株式数の増加 4,248 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

３．新株予約権に関する事項 

当事業年度末日における新株予約権の状況                平成 21 年 3 月 31 日現在 
新株予約権の数 92 個
新株予約権の目的となる株式の種類及び数 当社普通株式    2,500,000 株

新株予約権の発行価額 65,000 円

新株予約権の行使に際して出資される財産

の価額 
予約権１個当たり  4,750,000 円

新株予約権の行使期間 平成 21 年 2 月 20 日から平成 22 年 2 月 19 日まで

 
４．配当に関する事項 
 該当事項はありません。 
 
 
当事業年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 
１．発行済株式に関する事項 

 「４．連結財務諸表」の注記に記載しているため、記載を省略しております。 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

普通株式（株） 78,944 1,306 － 80,250
（注）自己株式の株式数の増加 1,306 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 
３．新株予約権に関する事項 
 該当事項はありません。 
 
４．配当に関する事項 
 該当事項はありません。 
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（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
（自 平成 20 年４月 １日 
至 平成 21 年３月 31 日） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 
現金及び預金 33 百万円 
現金及び現金同等物 33  

２．重要な非資金取引の内容  
現物出資の受入による
資本金増加高 

14 百万円 

現物出資の受入による
資本金準備金増加高 

14  

現物出資の受入による
長期借入金減少額 

28  

権利行使による新株予
約権減少額 

0  

 
 
 
（関連当事者情報） 
前事業年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

（追加情報） 
 当事業年度から平成 18 年 10 月 17 日公表の、「関連当事者の開示に関する会計基準」（企業会計基準委

員会 企業会計基準第 11 号）及び「関連当事者の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員

会 企業会計基準適用指針第 13 号）を適用しております。 
 なお、従来の開示対象範囲の変更はありません。 
 
財務諸表提出会社の役員及び主要株主（個人の場合に限る。）等 

種類 
会社等の

名称又は

氏名 
所在地 

資本金又

は出資金

(百万円） 

事業の内容

又は職業 

議決権等の

所有(被所

有）割合（％） 

関連当事者 
との関係 

取引の内容 
取引金額 
（百万円） 

科目 
期末残高

（百万円） 

役員 浅川岳彦 － － 
当社代表取

締役 

(被所有) 
直接 
0.0 

資金の借入 資金の借入 20 

株主、役員

又は従業員

からの長期

借入金 

20 

役員 木村裕輔 － － 当社取締役 
(被所有) 
直接 
0.0 

資金の借入 資金の借入 9 

株主、役員

又は従業員

からの長期

借入金 

9 

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等 

資金の借入れの条件は無利息・無担保であります。 

 
当事業年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 
 「４．連結財務諸表」の注記に記載しているため、記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
（自 平成 20 年４月 １日 
至 平成 21 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 21 年４月 １日 
至 平成 22 年３月 31 日） 

 
１株当たり純資産額 1.21 円

１株当たり当期純損失（△） 1.77 円 

 
１株当たり純資産額 1.32 円

１株当たり当期純損失（△） △0.11 円 
 
（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成 20 年４月 １日 
至 平成 21 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 21 年４月 １日 
至 平成 22 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 
 

該当事項はありません。 
 

 
（開示の省略） 
 リース取引、税効果会計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ます。 
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