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（百万円未満切捨て） 
１．平成22年12月期第２四半期の業績（平成22年１月１日～平成22年６月30日） 
(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２四半期 8,703 0.2 556 － 609 － 452 －
21年12月期第２四半期 8,686 － △41 － 23 － △43 －
 

 
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２四半期 24.39 －
21年12月期第２四半期 △2.34 －
 
(2) 財政状態 

 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２四半期 15,342 11,048 72.0 595.20
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２四半期 11,048百万円  21年12月期 10,633百万円 

 
２．配当の状況 

年間配当金 
 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 － 3.00  
22年12月期(予想)  － 3.00 6.00 
（注）当四半期における配当予想の修正有無 ：無 

 
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)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

通     期 16,500 △1.6 200 － 300 － 200 － 10.77
（注）当四半期における業績予想の修正有無 ：無 

 



 

４．その他 （詳細は、【添付資料】P.3「その他の情報」をご覧ください。） 
 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用 ：有 
（注）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の有無となります。 

 
(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：無 
② ①以外の変更 ：無 
（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 
(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年12月期２Ｑ 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２Ｑ 737,634株 21年12月期 735,902株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 22年12月期２Ｑ 18,562,945株 21年12月期２Ｑ 18,587,004株

 
 
（※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示） 
この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは
終了しています。 
 
（※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項） 
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、【添付資料】P.3
「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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１．当四半期の業績等に関する定性的情報 

(1) 経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間（平成22年1月1日～平成22年6月30日）におけるわが国経済は、中国など

の新興国への輸出が好調に推移したことから、一部の業種では回復の兆しを見せているものの、雇

用情勢や所得環境は依然として不安定であり、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は、買い控え傾向や低価格志向が依然として根強く、個人消費全体

が力強さに欠けていることに加え、大雨などの天候不順もあって、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、新しいチャネルであるアウトレットモールへの取組みを強化し、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百貨店やＧＭＳにおけ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、フォーマルマナーや着こなしなど、生活に役

立つ情報提供にも努めました。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、各商品分野にわたり販売は厳しいまま推移することとなりましたが、一部百貨店

での閉店セールが比較的好調であったことから、落ち込み分をリカバリーすることができました。 

この結果、商品別の売上高はブラックフォーマルが55億78百万円（前年同期比0.9％減）となり

ましたが、カラーフォーマルが15億92百万円（同3.0％増）、アクセサリー類が15億32百万円（同

1.3％増）となりましたことから、当第２四半期累計期間の売上高は87億3百万円（前年同期比0.

2％増）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期比2.8ポイントアッ

プの50.1％となりましたことから、売上総利益は前年同期比6.2％増の43億62百万円となりまし

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、販促費、支払手

数料および広告宣伝費など全社挙げての経費削減に取組み、全体では前年同期比8.3％（3億44百万

円）削減できましたことから、当第２四半期累計期間の業績は、営業利益は5億56百万円（前年同

期は営業損失41百万円）、経常利益は6億9百万円（前年同期は経常利益23百万円）、四半期純利益

は4億52百万円（前年同期は四半期純損失43百万円）となりました。 

 

(2) 財政状態に関する定性的情報 

①資産、負債及び純資産の状況 

当第２四半期会計期間末における総資産は153億42百万円となり、前期末に比べて1億54百万円減

少いたしました。これは主に、現金及び預金の増加4億59百万円等があったものの、棚卸資産の減

少1億51百万円や売上債権の減少78百万円等によるものであります。 

負債は、前期末に比べて5億69百万円減少し42億94百万円となりました。これは主に、短期借入

金の減少3億円や返品調整引当金の減少47百万円等によるものであります。 

純資産は、前期末に比べて4億14百万円増加し110億48百万円となりました。これは主に、利益剰

余金の増加3億97百万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２四半期会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という。）における残高は、前事

業年度末に比べて、4億59百万円増加し12億85百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況

は次のとおりであります。 
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（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7億85百万円となりました。これは主に、早期割増退職金の支

払い1億17百万円や未払金の減少1億17百万円があったものの、税引前四半期純利益6億24百万円

や棚卸資産の減少1億51百万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35百万円となりました。これは主に、貸付による支出11百万

円や投資有価証券取得による支出7百万円がありましたが、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） 

財務活動の結果支出した資金は3億61百万円となりました。これは主に、短期借入金の返済3

億円や配当金の支払いによる支出55百万円によるものであります。 

 

(3) 業績予想に関する定性的情報 

通期の業績予想につきましては、取引先店頭での販売は依然として厳しく、不安定な消費環境で

はありますが、第２四半期累計の業績をふまえ、｢平成21年12月期決算短信(非連結)｣（平成22年2

月12日開示）で公表しました平成22年12月期の業績予想を修正いたしました。なお、詳細につきま

しては、平成22年7月21日公表の｢業績予想の修正に関するお知らせ｣をご参照願います。 

 

２．その他の情報 

(1) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

（繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法） 

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。 

 

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

該当事項はありません。 

 

(3) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

該当事項はありません。 

㈱東京ソワール(8040)平成22年12月期 第2四半期決算短信(非連結)

－3－



３．四半期財務諸表 
(1) 四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年６月30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 1,285,477 826,062

受取手形及び売掛金 3,597,809 3,675,818

商品及び製品 3,066,995 3,205,503

仕掛品 122,716 135,612

原材料 1,419 1,223

その他 285,566 534,873

貸倒引当金 △4,342 △4,539

流動資産合計 8,355,643 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） 1,116,094 1,146,416

有形固定資産合計 3,103,908 3,134,230

無形固定資産 36,106 24,382

投資その他の資産   

投資有価証券 1,509,749 1,492,162

賃貸不動産（純額） 1,630,096 1,637,718

その他 718,209 845,929

貸倒引当金 △10,853 △11,412

投資その他の資産合計 3,847,202 3,964,397

固定資産合計 6,987,216 7,123,009

資産合計 15,342,859 15,497,565

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,405,275 2,379,944

短期借入金 － 300,000

未払法人税等 24,176 35,748

返品調整引当金 443,000 490,000

その他 595,059 832,700

流動負債合計 3,467,510 4,038,393

固定負債   

退職給付引当金 574,653 567,016

役員退職慰労引当金 175,477 163,074

その他 76,914 95,270

固定負債合計 827,044 825,360

負債合計 4,294,555 4,863,754
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年６月30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 3,483,224 3,086,078

自己株式 △304,669 △304,325

株主資本合計 10,960,409 10,563,608

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 87,894 70,202

評価・換算差額等合計 87,894 70,202

純資産合計 11,048,304 10,633,810

負債純資産合計 15,342,859 15,497,565
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(2) 四半期損益計算書 
 【第２四半期累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 8,686,704 8,703,722

売上原価 4,577,555 4,341,674

売上総利益 4,109,148 4,362,048

販売費及び一般管理費 4,150,243 3,805,835

営業利益又は営業損失（△） △41,094 556,212

営業外収益   

受取利息 810 632

受取配当金 20,318 21,171

受取賃貸料 52,357 44,974

その他 17,206 14,465

営業外収益合計 90,692 81,243

営業外費用   

支払利息 2,080 1,353

賃貸費用 17,852 17,635

その他 5,945 8,938

営業外費用合計 25,877 27,927

経常利益 23,719 609,529

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 26,037 －

その他 9,536 －

特別損失合計 35,573 －

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △11,853 624,201

法人税、住民税及び事業税 － 5,507

法人税等調整額 31,562 165,856

法人税等合計 31,562 171,363

四半期純利益又は四半期純損失（△） △43,416 452,837
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 【第２四半期会計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期会計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期会計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 3,776,462 3,904,059

売上原価 1,735,938 1,695,855

売上総利益 2,040,523 2,208,203

販売費及び一般管理費 2,011,933 1,886,752

営業利益 28,589 321,450

営業外収益   

受取利息 798 604

受取配当金 20,189 21,151

受取賃貸料 26,178 18,795

その他 6,645 6,644

営業外収益合計 53,812 47,196

営業外費用   

支払利息 350 －

賃貸費用 9,667 9,456

その他 3,456 5,920

営業外費用合計 13,473 15,376

経常利益 68,928 353,270

特別利益   

投資有価証券評価損戻入益 71,365 －

貸倒引当金戻入額 1,400 1,076

特別利益合計 72,765 1,076

特別損失   

固定資産除却損 5,546 －

事務所移転費用 3,990 －

特別損失合計 9,536 －

税引前四半期純利益 132,157 354,347

法人税、住民税及び事業税 △27,237 5,141

法人税等調整額 67,804 145,923

法人税等合計 40,567 151,064

四半期純利益 91,589 203,282
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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２四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成22年１月１日 
 至 平成22年６月30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
（△）

△11,853 624,201

減価償却費 39,681 43,846

固定資産除却損 5,546 －

投資有価証券評価損益（△は益） 26,037 －

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 △21,128 △21,803

支払利息 2,080 1,353

返品調整引当金の増減額（△は減少） △81,000 △47,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） △5,764 △755

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,615 7,637

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △29,127 12,403

売上債権の増減額（△は増加） 396,971 78,009

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） 380,717 151,208

前払費用の増減額（△は増加） 93,255 103,271

仕入債務の増減額（△は減少） △894,363 25,330

未払金の増減額（△は減少） △132,473 △117,081

未払消費税等の増減額（△は減少） 50,018 16,441

その他 △17,385 △29,574

小計 △179,485 832,815

利息及び配当金の受取額 21,128 21,803

利息の支払額 △2,205 △1,252

特別退職金の支払額 － △117,890

法人税等の還付額 － 72,845

法人税等の支払額 △4,110 △22,684

営業活動によるキャッシュ・フロー △164,672 785,636

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 △7,591 △7,838

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 △54,245 △7,200

貸付けによる支出 △7,305 △11,452

貸付金の回収による収入 12,374 9,182

その他 11,391 2,604

投資活動によるキャッシュ・フロー △45,376 35,075

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 △92,330 △55,937

自己株式の取得による支出 △1,288 △343

その他 △223 △5,017

財務活動によるキャッシュ・フロー 206,157 △361,297

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,890 459,414

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 717,361 1,285,477
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

該当事項はありません。 

 

(5) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

該当事項はありません。 
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