
   

１．平成23年３月期第１四半期の連結業績（平成22年４月１日～平成22年６月30日） 

  

  

（２）連結財政状態 

  

２．配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無：無 

  

３．平成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） 

（注）当四半期における業績予想の修正有無：無 
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（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  6,039  △27.3  △167  －  △185  －  △312  －

22年３月期第１四半期  8,307  △42.4  △117  －  △132  －  △44  －

  
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  △10  74  －      

22年３月期第１四半期  △1  85  －      

  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  12,164  1,778  0.1  △10  02

22年３月期  12,552  2,117  2.3  △0  73

（参考）自己資本 23年３月期第１四半期 17百万円 22年３月期 290百万円

  
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 

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

  （％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 

第２四半期（累計）  12,600  △21.6  37  －  △37  －  △131  －  △4  53

通期  26,400  △15.8  400  －  250  －  87  －  3  01



４．その他（詳細は、［添付資料］４ページ「その他」をご覧ください。） 

（１）当四半期中における重要な子会社の異動 ：無 

新規      ― 社 （社名） ―  、除外     ― 社  （社名） ―  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。  

（２）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連結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。  

（３）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：有 

②  ①以外の変更              ：無 

（注）「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、表示方法等の変更の有無となります。 

 （４）発行済株式数（普通株式） 

  
  

※  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は、金融商品取引法に基づく四半期報告書のレビュー手続きの対象外であり、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報告書のレビュー手続きを実施しています。 
  
※  業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 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、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基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前

提となる条件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、［添付資料］３ページ「連結業績予想に関

する定性的情報」をご覧下さい。 

  

種類株式の配当の状況 

 普通株式と権利関係のことなる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりです。 

Ａ種優先株式 

(注)Ａ種優先株式の発行数は１株であります。また、平成22年３月期期末配当金は、当社定款に規定される分配可能

額(41千円)に達しなかったため配当は行いませんが、当社定款に定められた配当額及び優先株式の累積条項に従い、

前期の配当額41千円は累積され、当期の配当額5,000千円と合わせて優先株主に対して配当を行う予定であります。 

Ｂ種優先株式 

(注)Ｂ種優先株式の発行数は１株であります。また、平成22年３月期期末配当金は、当社定款に規定される分配可能

額(86千円)に達しなかったため配当は行いませんが、当社定款に定められた配当額及び優先株式の累積条項に従い、

前期の配当額86千円は累積され、当期の配当額15,556千円と合わせて優先株主に対して配当を行う予定であります。

①  期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年３月期１Ｑ 29,747,058株 22年３月期 28,947,058株

②  期末自己株式数 23年３月期１Ｑ 15,966株 22年３月期 15,966株

③  期中平均株式数（四半期累計） 23年３月期１Ｑ 29,472,850株 22年３月期１Ｑ 24,207,058株

  １株当たり配当金 配当金総額 

  第１四半末 第２四半末 第３四半末 期末 合計 (合計) 

 21年３月期 
円 銭

― 

円 銭 

― 

円 銭

― 

円 銭

― 

円 銭 

― 

百万円

― 

 22年３月期 ― ― ― 0 00 0 00 ― 

 23年３月期 

(予想) 
― ― ―  5,000,000 00 5,000,000 00   

  １株当たり配当金 配当金総額 

  第１四半末 第２四半末 第３四半末 期末 合計 (合計) 

 21年３月期 
円 銭

― 

円 銭 

― 

円 銭

― 

円 銭

― 

円 銭 

― 

百万円

― 

 22年３月期 ― ― ― 0 00 0 00 ― 

 23年３月期 

(予想) 
― ― ― 10,556,564 20 10,556,564 20   
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

 当第1四半期連結会計期間における我が国経済は、アジア経済を中心とした外需の牽引や各国政府の経済対策に

よって景気は緩やかな回復を見せているものの、雇用情勢は依然として厳しく、欧州諸国の財政不安による世界景

気の下振懸念も影響し円高株安傾向が強まるなど、依然として先行き不透明な状況が続いております。  

 当社グループは、平成20年より約２年間に渡り、「グループ再建計画」を実施し、組織のスリム化、不採算事業

からの撤退等、構造改革を進めてまいりましたが、グループ再建計画が完了した当連結会計年度を「第二創業」元

年と位置づけ、再建計画で築いた事業基盤の上で、「ソフトと価値の提供」をテーマに、業容拡大に向けた戦略を

開始しております。 

 当第１四半期連結会計期間においては、平成21年９月に和装事業の一部店舗24店舗、及び丸善ヤマノ株式会社の

洋装事業を譲渡し、また、平成22年３月に和装事業であるきのはなカンパニーの事業を譲渡しているため、売上高

は減少し、60億39百万円（前年同四半期比 ％減）となりました。高額品の売上が伸び悩み、売上総利益率が計

画値を下回り売上総利益が減少したこと等により、営業損失は１億67百万円（前年同四半期は営業損失１億17百万

円）、経常損失は１億85百万円（前年同四半期は経常損失１億32百万円）を計上しておりますが、これは当社グル

ープの商品である和装品、スポーツ用品の売上高は、秋から冬にかけてに偏重していることに起因するものであり

ます。 

 また、「資産除去債務に関する会計基準」の適用により過年度資産除去費用１億４百万円を計上したこと等によ

り、第１四半期純損失は３億12百万円（前年同四半期は四半期純損失44百万円）となりました。  

 各セグメント別の業績につきましては、次のとおりであります。 

 なお、当第１四半期連結会計期間より「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平

成21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 

平成20年３月21日）を適用しております。報告セグメントの概要につきましては、12ページ「セグメント情報」を

ご覧下さい。報告セグメントは当連結会計年度が適用初年度となるため、前年同四半期比は記載しておりません。

  

 1）「和装事業」 

 和装事業につきましては、「ソフトと価値の提供」として、①着付け教室である「前楽結び着方教室」②きもの

のお手入れ・メンテナンスである「きものクリニック」③きものを着る機会を提供する「きものパーティーなど」

の３つのソフト戦略を柱に、顧客の活性化・定着化に向け努めてまいりました。 

 平成22年６月にオープンしたアリオ北砂店においては、特に前楽教室を強化したことにより、新規客の獲得が好

調に推移しており、前楽教室開催の成果を挙げています。 

 この結果、和装事業の売上高は７億28百万円、セグメント損失は68百万円となりましたが、これは和装事業の特

性上、第１四半期において大型催事がないことや、売上高が第３四半期に集中することに起因するものでありま

す。 

  

 2）「ＤＳＭ事業」  

 ＤＳＭ事業につきましては、事業所閉鎖等による人員の減少により、売上高も大幅減を見込んでおりましたが、

新社長就任記念商品など、目玉商品の打ち出しにより、売上高・利益ともに計画値を上回ることとなりました。 

 この結果、ＤＳＭ事業の売上高は、10億９百万円、セグメント利益は43百万円となりました。 

  

 3）「スポーツ事業」 

 スポーツ事業につきましては、「ソフトと価値の提供」として、①専門店ならではの提案力の強化②体験サービ

スイベントの開催③メンテナンスの販売④WEB通販の拡大を行っております。「スキー＆スノーボード試乗会」

「ストアキャンプイベント」といった体験イベントを実施した他、サーフィンクリニックなどのメンテナンス工房

の定期開催など、ソフト戦略の充実に努めてまいりました。 

 この結果、スポーツ事業の売上高は８億56百万円、セグメント損失は33百万円となりましたが、スポーツ事業の

売上高はウィンター商品に比重があることに起因するものであり、概ね計画通りの推移となっております。  

  

 4）「卸売事業」 

 卸事業につきましては、和装品、寝装品、宝飾品等の専門店・量販店への売上高が減少したほか、婦人用品等の

製品市場の低迷から撚糸事業の需要が落ち込むこととなりました。 

 この結果、卸事業の売上高は、19億62百万円、セグメント損失は72百万円となりました。 

  

 5）「美容事業」  

 美容事業につきましては、春先の天候不順による客数の減少がありましたが、客数の確保のため紹介カード配布
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の徹底や、リピート率の改善のための次回来店日の提案などの諸施策を行ってまいりました。また、トリートメン

トの強化、ヤマノ肌「泥シャンプーと琥珀コンディショナー」の拡販などに努めてまいりました。 

 この結果、美容事業の売上高は、８億14百万円、セグメント利益は83百万円となりました。 

  

 6）「宝飾事業」 

 宝飾事業につきましては、新規催事の導入を図り、店頭催事、店外催事に重点を置くことによる売上高の確保に

努めるほか、地金が高値で推移したため、買取・下取りの告知を強化することにより取扱高の増加を図ってまいり

ました。 

 この結果、宝飾事業の売上高は、２億89百万円、セグメント損失は12百万円となりました。  

   

 7）「その他事業」 

 その他事業の事業内容は、かねもり事業部のサロン内催事販売、ロイヤルコスモ事業部の健康器具卸販売、堀田

（上海）貿易有限公司の意匠撚糸の販売、株式会社アールエフシー並びに株式会社ヤマノ1909セイビングの前払い

式特定取引業による手数料収入であります。 

 その他事業の売上高は、３億78百万円、セグメント損失は15百万円となりました。  

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当四半期における総資産は121億64百万円となり、前連結会計年度末比３億88百万円の減少となりました。その主

な要因は現金及び預金３億61百万円の減少、受取手形及び売掛金１億87百万円の減少、商品及び製品１億７百万円

の増加によるものであります。なお、純資産は17億78百万円となりました。  

  

（キャッシュ・フローの状況） 

 当第１四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純

損失が３億16百万円となり、敷金・保証金の回収や短期借入金の借入収入等があったものの、仕入債務の減少や法

人税等の支払により、前連結会計年度に比べ３億43百万円減少し８億70百万円となりました。 

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

 営業活動の結果支出した資金は、４億７百万円（前年同四半期は１億57百万円の獲得）となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純損失３億16百万円に対し、売上債権の減少１億90百万円、仕入債務の減少１

億70百万円、法人税等の支払77百万円、利息支払額55百万円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、46百万円（前年同四半期は３億38百万円の獲得）となりました。 

  これは主に、有形固定資産の取得による支出48百万円、敷金・保証金の回収による収入75百万円によるものであ

ります。 

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果得られた資金は、６百万円（前年同四半期は５億66百万円の支出）となりました。 

  これは主に、短期借入金の増加による収入86百万円、株式の発行による収入26百万円の他、長期借入金の返済に

よる支出65百万円、連結子会社である堀田丸正株式会社の少数株主に対する配当金の支払40百万円によるものであ

ります。  

  

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 平成23年３月期第２四半期連結累計期間及び通期の業績予想につきましては、ＤＳＭ事業及びスポーツ事業の売

上高が順調に推移しており、現時点におきましては、前回（平成22年５月19日発表「平成22年３月期決算短信」に

記載しております。）の内容から変更はありません。  

 今後、業績予想に変更の必要が生じた場合は、速やかにお知らせいたします。  

  



（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） 

 該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認められる

ため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。 

② 棚卸資産の評価方法 

 当第１四半期連結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、前連結会計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。 

③ 固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している固定資産の減価償却費の算定方法は、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して

算定しております。 

④ 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、前連結会計年度末以降経営環境等及び一時差異等の発生状況に著

しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニングを

利用する方法によっております。 

  

  （３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

① 会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用）  

 当第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）を適

用しております。 

 これにより、営業損失及び経常損失は、それぞれ 千円増加し、税金等調整前四半期純損失は、 千円

増加しております。 

② 表示方法の変更  

（四半期連結損益計算書）  

 「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「財務諸表等の用語、

様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成21年３月24日 内閣府令第５号）の適用によ

り、当第１四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純損失」の科目を表示しております。 

   

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

  当社グループは、前連結会計年度において、営業利益59,005千円、経常利益11,406千円、当期純利益は308,290

千円を計上いたしましたが、営業キャッシュ・フローは435,752千円のマイナスとなり、３期連続してマイナスと

なっております。 

また、当第１四半期連結累計期間においては、営業損失167,674千円、経常損失185,512千円、四半期純損失

312,686千円、営業キャッシュ・フローは407,823千円のマイナスとなり、本格的な業績の回復を確認できるまでに

は至っているとは言い難く、依然として営業キャッシュ・フローのマイナスが続いていることから、継続企業の前

提に関する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。 

当社グループといたしましては、当第１四半期連結累計期間の業績は、営業損益、経常損益及び四半期純損益が

すべてマイナスですが、スポーツ事業及び和装事業における売上高及び利益は、秋冬に偏重する傾向にあることに

起因するものであり、通期においては営業黒字を見込んでおり、重要な環境変化は生じているものではないと判断

しております。 

当社は平成21年10月付で連結子会社８社を吸収合併しておりますが、合併による管理部門の統合効果等は、当連

結会計年度においては本格的に寄与するとともに、債務超過解消による取引の正常化や、在庫の圧縮による営業キ

ャッシュ・フローの改善が見込まれ、また、新株予約権の行使による資金調達の促進を図っており、当面の資金繰

りに問題はないものと考えております。 

また、黒字事業の強化を図るべく、美容事業の新規出店による拡大、ファミリー向けの新業態店舗の出店を実施

しております。 

以上により、当社グループの事業継続に懸念はないものと判断しております。 

これらの対応策に対し、営業施策面におきましては今後の消費動向の影響を受けるため、また、財務面におきまし

ては関係者との協議を行いながらすす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。     

２．その他の情報

2,010 106,984



３．四半期連結財務諸表 
（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30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31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,411,574 1,772,970

受取手形及び売掛金 2,693,221 2,880,973

商品及び製品 3,234,608 3,127,144

仕掛品 15,374 19,080

原材料及び貯蔵品 96,790 90,818

その他 497,716 471,679

貸倒引当金 △83,457 △86,536

流動資産合計 7,865,827 8,276,129

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,996,938 1,853,098

減価償却累計額 △1,224,623 △1,178,163

建物及び構築物（純額） 772,314 674,934

機械装置及び運搬具 44,140 43,894

減価償却累計額 △40,702 △40,247

機械装置及び運搬具（純額） 3,438 3,646

工具、器具及び備品 688,051 702,788

減価償却累計額 △617,676 △629,084

工具、器具及び備品（純額） 70,375 73,704

土地 1,099,843 1,099,843

リース資産 1,266 1,266

減価償却累計額 △485 △422

リース資産（純額） 780 844

有形固定資産合計 1,946,752 1,852,973

無形固定資産   

その他 104,446 103,140

無形固定資産合計 104,446 103,140

投資その他の資産   

投資有価証券 155,199 162,627

長期貸付金 89,833 99,011

敷金及び保証金 1,962,161 2,026,271

その他 867,886 865,734

貸倒引当金 △827,635 △833,411

投資その他の資産合計 2,247,444 2,320,233

固定資産合計 4,298,643 4,276,347

資産合計 12,164,471 12,552,476



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成22年６月30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31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,240,034 3,407,286

短期借入金 2,289,839 2,144,092

1年内返済予定の長期借入金 209,464 209,464

1年内償還予定の社債 173,750 207,500

未払金 1,284,352 1,116,822

前受金 1,117,237 1,132,556

未払法人税等 43,144 110,652

賞与引当金 18,643 27,250

返品調整引当金 20,300 23,068

ポイント引当金 84,127 92,347

株主優待引当金 5,166 5,166

その他 792,632 760,840

流動負債合計 9,278,692 9,237,047

固定負債   

社債 278,750 298,750

長期借入金 175,128 240,492

長期未払金 263,833 339,240

繰延税金負債 697 3,218

退職給付引当金 104,883 119,188

資産除去債務 183,675 －

負ののれん 42,112 50,541

長期リース資産減損勘定 22,923 114,359

その他 35,360 32,500

固定負債合計 1,107,363 1,198,291

負債合計 10,386,056 10,435,339

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,524,174 1,510,912

資本剰余金 1,948,625 1,935,363

利益剰余金 △3,341,231 △3,023,894

自己株式 △3,019 △3,019

株主資本合計 128,550 419,361

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △52,595 △49,298

為替換算調整勘定 △58,758 △79,906

評価・換算差額等合計 △111,354 △129,204

新株予約権 1,508 1,633

少数株主持分 1,759,711 1,825,347

純資産合計 1,778,415 2,117,137

負債純資産合計 12,164,471 12,552,476



（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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

売上高 8,307,359 6,039,455

売上原価 4,645,127 3,522,443

売上総利益 3,662,231 2,517,012

販売費及び一般管理費 3,779,333 2,684,686

営業損失（△） △117,102 △167,674

営業外収益   

受取利息 3,657 2,163

協賛金収入 28,465 2,660

負ののれん償却額 8,955 8,440

その他 23,749 26,739

営業外収益合計 64,828 40,005

営業外費用   

支払利息 40,767 38,186

手形売却損 3,430 284

その他 36,160 19,372

営業外費用合計 80,359 57,843

経常損失（△） △132,633 △185,512

特別利益   

固定資産売却益 － 123

投資有価証券売却益 707 －

貸倒引当金戻入額 6,833 4,106

関係会社株式売却益 204,059 －

債務免除益 － 4,000

その他 34,353 7,286

特別利益合計 245,953 15,516

特別損失   

固定資産売却損 22 －

固定資産除却損 737 2,633

投資有価証券評価損 75 －

減損損失 167 －

店舗閉鎖損失 7,729 13,787

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 104,973

その他 11,004 24,705

特別損失合計 19,738 146,100

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（△）

93,581 △316,096

法人税、住民税及び事業税 152,009 19,769

法人税等合計 152,009 19,769

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △335,865

少数株主損失（△） △13,726 △23,179

四半期純損失（△） △44,701 △312,686



（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４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４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（△）

93,581 △316,096

減価償却費 42,599 33,723

減損損失 167 －

のれん償却額 111,846 －

負ののれん償却額 △8,955 △8,440

退職給付引当金の増減額（△は減少） 459 △14,342

返品調整引当金の増減額（△は減少） △2,890 △2,767

賞与引当金の増減額（△は減少） △36,084 △8,607

ポイント引当金の増減額（△は減少） 3,478 8,219

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,738 △8,854

受取利息及び受取配当金 △3,657 △2,163

支払利息 40,767 38,186

手形売却損 3,430 284

有形固定資産除却損 737 2,633

有形固定資産売却損益（△は益） 22 △123

投資有価証券売却損益（△は益） △707 －

投資有価証券評価損益（△は益） 75 －

関係会社株式売却損益（△は益） △204,059 －

売上債権の増減額（△は増加） 268,266 190,643

たな卸資産の増減額（△は増加） △21,286 △107,064

仕入債務の増減額（△は減少） △41,815 △170,016

前受金の増減額（△は減少） △394,190 △15,318

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 104,973

その他 425,459 184

小計 264,507 △274,947

利息及び配当金の受取額 3,222 941

利息の支払額 △23,044 △55,850

手形売却に伴う支払額 △3,430 △284

法人税等の支払額 △84,065 △77,682

営業活動によるキャッシュ・フロー 157,190 △407,823



（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年６月30日) 

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 △17,618 △48,037

有形固定資産の売却による収入 1,738 123

無形固定資産の取得による支出 △6,102 △9,819

投資有価証券の取得による支出 △1,766 △466

投資有価証券の売却による収入 1,182 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

190,952 －

貸付けによる支出 △160 △1,200

貸付金の回収による収入 18,351 15,635

敷金及び保証金の差入による支出 △15,473 △7,619

差入保証金の回収による収入 203,679 75,090

子会社株式の取得による支出 △35,810 －

定期預金の増減額（△は増加） △13 －

担保預金の増減額（△は増加） － 17,446

その他 － 5,676

投資活動によるキャッシュ・フロー 338,957 46,830

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △256,000 86,000

長期借入金の返済による支出 △195,813 △65,364

社債の償還による支出 △53,750 －

株式の発行による収入 － 26,400

少数株主への配当金の支払額 △61,286 △40,586

子会社の自己株式の取得による支出 △48 △24

財務活動によるキャッシュ・フロー △566,898 6,425

現金及び現金同等物に係る換算差額 15,695 10,619

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △55,055 △343,949

現金及び現金同等物の期首残高 1,196,929 1,214,197

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,141,874 870,248



（４）継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年６月30日） 

当社グループは、前連結会計年度において、営業利益 千円、経常利益 千円、当期純利益は 千円

を計上いたしましたが、営業キャッシュ・フローは 千円のマイナスとなり、３期連続してマイナスとなってお

ります。 

また、当第１四半期連結累計期間においては、営業損失 千円、経常損失 千円、四半期純損失

千円、営業キャッシュ・フローは 千円のマイナスとなり、本格的な業績の回復を確認できるまでには至ってい

るとは言い難く、依然として営業キャッシュ・フローのマイナスが続いていることから、継続企業の前提に関する重要

な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

当社グループといたしましては、当第１四半期連結累計期間の業績は、営業損益、経常損益及び四半期純損益がすべ

てマイナスですが、スポーツ事業及び和装事業における売上高及び利益は、秋冬に偏重する傾向にあることに起因する

ものであり、通期においては営業黒字を見込んでおり、重要な環境変化は生じているものではないと判断しておりま

す。 

当社は平成21年10月付で連結子会社８社を吸収合併しておりますが、合併による管理部門の統合効果等は、当連結会

計年度においては本格的に寄与するとともに、債務超過解消による取引の正常化や、在庫の圧縮による営業キャッシ

ュ・フローの改善が見込まれ、また、新株予約権の行使による資金調達の促進を図っており、当面の資金繰りに問題は

ないものと考えております。 

また、黒字事業の強化を図るべく、美容事業の新規出店による拡大、ファミリー向けの新業態店舗の出店を実施して

おります。 

以上により、当社グループの事業継続に懸念はないものと判断しております。 

これらの対応策に対し、営業施策面におきましては今後の消費動向の影響を受けるため、また、財務面におきまして

は関係者との協議を行いながらすす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。  

59,005 11,406 308,290

435,752

167,674 185,512 312,686

407,823

 当四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影響を当

四半期連結財務諸表には反映しておりません。  



前第１四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年６月30日） 

[事業の種類別セグメント情報] 

  

  （注）１．事業区分の方法 

事業区分は、商品の種類で区分しております。 

なお、前連結会計年度において、ブランド事業を行っていた子会社をグループ外へ株式譲渡したため、当連結会計年度はブラン

ド事業を行っておりません。 

２．各区分に属する主要な商品 

  

[所在地別セグメント情報] 

 本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記

載を省略しております。 

  

[海外売上高] 

海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

  

（５）セグメント情報

  
和装事業

（千円） 
宝飾事業

（千円） 
洋装事業

（千円） 
寝装事業 
（千円） 

健康関連事業

（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 2,187,127 1,054,046 1,912,869  544,536 1,293,320

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
1,315 － 342  － 1,982

計 2,188,443 1,054,046 1,913,212  544,536 1,295,302

営業利益又は営業損失（△） 14,725 △16,256 △976  △15,324 △62,380

  
美容事業

（千円） 
その他事業

（千円） 
計（千円）

消去又は全社 
（千円） 

連結（千円）

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高 919,845 395,612 8,307,359  － 8,307,359

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
－ 11,281 14,921 (14,921) －

計 919,845 406,894 8,322,280 (14,921) 8,307,359

営業利益又は営業損失（△） 18,730 △42,232 △103,714 (13,387) △117,102

事業区分 主要な商品

和装事業  振袖、留め袖、訪問着、七五三祝着、和装小物、着付け教室等 

宝飾事業  ダイヤモンドリング、ファッションリング、ネックレス、時計、ハンドバック等 

洋装事業  スーツ、毛皮コート、ベビー・子供用品、ブラウス等 

寝装事業  羽毛・羊毛ふとん、婚礼ふとん、タオルケット等 

健康関連事業  スポーツ用品、スポーツ関連商品、健康関連商品等 

美容事業  化粧品、浴用剤、美容室等 

その他事業  信販、投資事業組合、その他商品等 



当第１四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年６月30日） 

[セグメント情報] 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営資

源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。 

 当社は、本社に商品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う商品・サービスについて国内の

包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、事業本部を基礎とした製品・サービス別のセグメントから構成されており、「和装事

業」、「スポーツ事業」、「ＤＳＭ事業」、「卸売事業」、「美容事業」及び「宝飾事業」の６つを報告セグメ

ントとしております。 

 「和装事業」は、呉服、和装小物等の販売を行っております。「ＤＳＭ事業」は健康関連や生活関連商品の、

訪問販売及び展示会販売を行っております。「スポーツ事業」は、スポーツ関連商品の販売を行っております。

「卸売事業」は、呉服、アパレル、寝装等の卸売業であります。「美容事業」は、美容室の運営を行っておりま

す。「宝飾事業」は、宝石、時計、アクセサリー等の販売を行っております。  

  

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益（又は損失）に関する情報 

当第１四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年６月30日） 

 （単位：千円） 

  

  (注)1．その他には、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、金融事業及びその他事業等を含んで

おります。 

    2．セグメント利益の調整額 千円には、セグメント間取引消去 千円、各報告セグメントに配

分していない全社費用 千円及び棚卸資産の調整額 千円が含まれております。全社費用は、

主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 

    3．セグメント利益又は損失(△)は、四半期連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。  

  

  

  

報告セグメント

和装 ＤＳＭ スポーツ 卸売 美容 

売上高           

外部顧客への売上高 728,903 1,009,558 856,228  1,962,316 814,061

セグメント間の内部売上高又

は振替高 － － －  51,396 －

計 728,903 1,009,558 856,228  2,013,712 814,061

セグメント利益又は損失(△) △68,100 43,141 △33,556  △72,003 83,620

  

報告セグメント

その他

（注1） 

 

合計 
調整額 
(注2)  

四半期連結

損益計算書 
計上額 
(注3) 

宝飾 計 

売上高             

外部顧客への売上高 289,781 5,660,849 378,606 6,039,455  － 6,039,455

セグメント間の内部売上高又は

振替高 － 51,396 7,567 58,963  △58,963  －

計 289,781  5,712,245  386,173  6,098,419  △58,963  6,039,455

セグメント利益又は損失(△) △12,985 △59,884 △15,756 △75,640  △92,033 △167,674

△92,033 5,694

△102,437 4,709



（追加情報） 

 当第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平成

20年３月21日）を適用しております。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

（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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