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1.  平成23年3月期第1四半期の連結業績（平成22年3月21日～平成22年6月20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 ％

23年3月期第1四半期 3,193 2.5 184 ― 172 ― 139 ―

22年3月期第1四半期 3,114 ― △160 ― △169 ― △339 ―

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

23年3月期第1四半期 5.51 ―

22年3月期第1四半期 △13.40 ―

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

23年3月期第1四半期 13,767 7,118 51.7 280.99
22年3月期 13,836 6,992 50.5 276.00

（参考） 自己資本   23年3月期第1四半期  7,118百万円 22年3月期  6,992百万円

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

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ―

23年3月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（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

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) 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、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。 

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） 23年3月期第1四半期 27,670,642株 22年3月期  27,670,642株

② 期末自己株式数 23年3月期第1四半期  2,337,776株 22年3月期  2,335,424株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 23年3月期第1四半期 25,333,805株 22年3月期第1四半期 25,341,043株



 当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、輸出の増加や政府による景気刺激策などにより回復傾向が見

られますものの、厳しい雇用情勢や家計所得環境が続く中、個人消費の回復までには至らず厳しい環境が続いてお

ります。 

 当アパレル業界におきましても、消費者の生活防衛意識や節約志向が長期化する中、初夏時期の天候不順も影響

して、百貨店をはじめとする小売業の衣料品売上高が低迷を続け、商況は極めて厳しいまま推移いたしました。 

 このような状況のもと当社グループは、平成25年３月期を最終年度とする中期経営計画「Ｖplan2013」により、

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、

業績の早期回復に努めてまいりました。 

 この結果、当第１四半期連結会計期間の業績は、売上高は31億93百万円（前年同四半期比2.5％増）となり、損

益面におきましては、販売費及び一般管理費の削減効果や売上総利益率の回復により営業利益1億84百万円（前年

同四半期は1億60百万円の損失）、経常利益1億72百万円（前年同四半期は1億69百万円の損失）となり、当四半期

純利益は1億39百万円（前年同四半期は3億39百万円の純損失）となりました。  

  

（１）資産、負債、純資産の状況 

 当第１四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末に比べて68百万円減少し、 百万円

となりました。これは主に商品及び製品、差入保証金の減少によるものです。 

 負債は、前連結会計年度末に比べて1億94百万円減少し、 百万円となりました。これは主に支払手形及

び買掛金、未払金、社債の減少によるものです。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べて1億25百万円増加し、 百万円となりました。これは主に四半期純

利益の計上に伴い、利益剰余金が増加したことによるものです。 

  

（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） 

 当第１四半期連結会計期間における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前四半期純利益が1億

65百万円となり、仕入債務の減少93百万円などの支出がありましたが、たな卸資産の減少1億91百万円などの収

入により、 百万円の収入（前年同四半期は 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） 

 当第１四半期連結会計期間における投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の減少による収入1億2

百万円などにより、 百万円の収入（前年同四半期は 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） 

 当第１四半期連結会計期間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50百万円、長期借入金

の返済25百万円などの支出により、 百万円の支出（前年同四半期は 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第１四半期連結会計期間末残高は、前連結会計年度末に比べて 百万

円増加して、 百万円となりました。  

  

 平成22年５月７日に公表いたしました「平成22年３月期決算短信」に記載の平成23年３月期第２四半期連結累計

期間及び通期の連結業績予想から変更はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

 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

137億67

66億49

71億18

3億8 2億7

92 1億49

78 1億44

3億23

27億81

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



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１四半期連結会計期間末
(平成22年６月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,781,680 2,458,541

受取手形及び売掛金 1,749,396 1,763,523

商品及び製品 2,374,337 2,483,212

仕掛品 212,344 295,040

原材料及び貯蔵品 41,049 41,199

繰延税金資産 203,646 224,710

その他 106,835 142,355

貸倒引当金 △2,190 △3,510

流動資産合計 7,467,101 7,405,073

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,425,659 1,439,609

機械装置及び運搬具（純額） 20,904 22,759

土地 3,341,243 3,341,243

その他（純額） 80,381 81,657

有形固定資産合計 4,868,188 4,885,269

無形固定資産   

のれん 26,559 30,353

その他 20,564 20,993

無形固定資産合計 47,123 51,346

投資その他の資産   

投資有価証券 493,478 507,952

差入保証金 753,031 851,854

その他 235,358 230,067

貸倒引当金 △96,752 △95,512

投資その他の資産合計 1,385,116 1,494,361

固定資産合計 6,300,428 6,430,977

資産合計 13,767,529 13,836,050



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月20日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年３月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,079,087 1,172,450

短期借入金 3,170,000 3,170,000

1年内返済予定の長期借入金 101,200 101,200

1年内償還予定の社債 120,000 140,000

未払金 179,086 213,321

未払費用 234,854 211,962

未払法人税等 14,384 31,528

返品調整引当金 144,100 159,900

ポイント引当金 34,535 35,353

その他 141,520 135,332

流動負債合計 5,218,769 5,371,049

固定負債   

社債 890,000 920,000

長期借入金 412,300 437,600

退職給付引当金 20,954 9,018

役員退職慰労引当金 86,043 83,530

その他 21,083 22,229

固定負債合計 1,430,381 1,472,377

負債合計 6,649,151 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 4,021,519 4,021,519

利益剰余金 △870,532 △1,010,118

自己株式 △353,939 △353,789

株主資本合計 7,151,069 7,011,633

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △32,690 △19,010

評価・換算差額等合計 △32,690 △19,010

純資産合計 7,118,378 6,992,623

負債純資産合計 13,767,529 13,836,050



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年６月20日) 

売上高 3,114,527 3,193,932

売上原価 1,717,249 1,687,818

売上総利益 1,397,278 1,506,113

販売費及び一般管理費 1,557,946 1,321,274

営業利益又は営業損失（△） △160,667 184,838

営業外収益   

受取利息 － 14

受取配当金 2,487 2,238

保険解約返戻金 7,185 －

その他 10,511 11,619

営業外収益合計 20,184 13,872

営業外費用   

支払利息 19,453 22,514

社債発行費 6,774 －

その他 2,817 3,267

営業外費用合計 29,045 25,782

経常利益又は経常損失（△） △169,529 172,929

特別利益   

投資有価証券売却益 25,264 －

貸倒引当金戻入額 1,332 80

特別利益合計 26,597 80

特別損失   

固定資産除売却損 167 818

投資有価証券評価損 － 6,263

特別損失合計 167 7,081

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（△）

△143,099 165,927

法人税、住民税及び事業税 5,283 5,277

法人税等調整額 191,169 21,064

法人税等合計 196,452 26,341

四半期純利益又は四半期純損失（△） △339,551 139,585



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年６月20日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年６月20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（△）

△143,099 165,927

減価償却費 42,536 33,553

のれん償却額 24,294 3,794

固定資産除売却損益（△は益） 167 818

投資有価証券評価損益（△は益） － 6,263

貸倒引当金の増減額（△は減少） △8,340 △80

返品調整引当金の増減額（△は減少） △84,400 △15,800

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 11,935

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △125,751 2,513

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,256 △817

受取利息及び受取配当金 △2,487 △2,253

支払利息 19,453 22,514

社債発行費 6,774 －

投資有価証券売却損益（△は益） △25,264 －

売上債権の増減額（△は増加） 605,005 14,126

たな卸資産の増減額（△は増加） 118,581 191,719

仕入債務の増減額（△は減少） △424,708 △93,362

未払消費税等の増減額（△は減少） △25,950 6,887

その他 256,883 4,918

小計 237,954 352,659

利息及び配当金の受取額 2,487 2,253

利息の支払額 △22,284 △24,751

法人税等の支払額 △10,384 △21,245

営業活動によるキャッシュ・フロー 207,772 308,916

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 △13,212 △2,819

投資有価証券の取得による支出 △3,839 △2,250

投資有価証券の売却による収入 41,043 －

差入保証金の増減額（△は増加） 124,111 102,074

その他 1,851 △4,755

投資活動によるキャッシュ・フロー 149,954 92,249

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △50,300 △25,300

社債の発行による収入 293,225 －

社債の償還による支出 △45,000 △50,000

自己株式の取得による支出 △322 △150

配当金の支払額 △52,809 △1,431

その他 － △1,145

財務活動によるキャッシュ・フロー 144,792 △78,027

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 502,519 323,138

現金及び現金同等物の期首残高 1,465,817 2,458,541

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,968,337 2,781,680



 該当事項はありません。 

  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年６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。  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成22年３月21日 至 平成22年６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。  

  

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年６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。  

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成22年３月21日 至 平成22年６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。  

   

 前第１四半期連結累計期間（自 平成21年３月21日 至 平成21年６月20日）  

 海外売上高はないため、記載を省略しております。 

  

 当第１四半期連結累計期間（自 平成22年３月21日 至 平成22年６月20日） 

 海外売上高はないため、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〕

〔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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