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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年8月31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2月期第2四半期 5,960 △7.5 △143 ― △133 ― △113 ―
22年2月期第2四半期 6,440 ― 264 ― 283 ― 120 ―

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2月期第2四半期 △16.66 ―
22年2月期第2四半期 17.76 ―

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2月期第2四半期 7,621 4,685 61.5 687.84
22年2月期 7,694 5,021 65.3 737.19

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  4,685百万円 22年2月期  5,021百万円

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  
 

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2月期 ― 0.00 ― 30.00 30.00
23年2月期 ― 0.00
23年2月期 

（予想）
― 30.00 30.00

3.  平成23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  有   

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 14,353 0.1 522 △46.5 544 △47.1 241 △22.0 35.38



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（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 

（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レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期財務諸表に
対する四半期レビュー手続を実施中です。 

※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、四半期決算短信（添付資料）３ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】５ページ「その他の情報」をご覧ください。）

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2月期2Q 6,813,880株 22年2月期  6,813,880株
② 期末自己株式数 23年2月期2Q  1,752株 22年2月期  1,735株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 6,812,140株 22年2月期2Q 6,812,145株
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1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報 

(1) 連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間（平成22年３月１日～平成22年８月31日）の靴下業界におきましては、

中国を始めとする海外からの輸入量は、世界景気の低迷の影響もあり、ここ数年はその伸長率に鈍

化傾向が表れておりましたが、直近では３ヶ月連続で増加傾向を示しております。 

国内経済では、企業収益の改善や猛暑関連・景気刺激策による個人消費の持ち直しなど、一部回

復の兆しは見られたものの、雇用情勢は依然として厳しく、円高・株安や欧米経済の減速など、景

気の先行きは不透明な状況が続いております。国内衣料品販売では、春先の気温の寒暖差が大きか

ったことによる販売不振や８月の猛暑による影響で初秋物商品の販売が低迷しましたが、５月～７

月では気温の上昇に伴って夏物衣料の販売が堅調に推移するところもありました。 

このような状況の中で当グループは、店頭から生産現場までを結んだ情報システム網を活用し、

製造・販売を一体化した自己完結型の国内生産体制の強みを生かしながら、多様に変化する顧客ニ

ーズに、機敏かつ柔軟に対応できるように尽力して参りました。 

当グループの主力部門である「靴下屋関連部門」では、父の日・母の日等の各種フェアについて

広報・販促部門と連携して販売対策に取り組んだ他、新たな商業施設や立地に積極的にアプローチ

を行い、従来の概念に囚われることなく、新たな価値創造を目指して尽力致しました。 

改革２年目を迎えた「ショセット関連部門」では、「ショセット」店舗において、期初より取り

組んで参りました事業基盤の最適化を目指したビジネスモデルの見直しやロールプレイングコンテ

スト等の販売員教育の強化を継続して実施致しました。また紳士靴下事業では、人員体制の強化を

図ると共に、新たに需要の掘り起しが期待される立地への出店や考えられるあらゆる販売ルートの

検証、新商品の開発等に着手し、新たな紳士靴下の展開への可能性にチャレンジして参りました。 

広報・販促活動におきましては、新聞や雑誌等での掲載によって、靴下の魅力を前面に打ち出す

と共に、店頭での靴下コーディネート提案を行う事によって、靴下販売の強化に尽力致しました。 

また、当期より中長期戦略を視野に入れたインターネット販売の強化にも注力しており、お客様

に広く認知して頂ける様に、ウェブサイトの大幅リニューアルに向けた取組みを進めて参りました。 

さらに、昨年より進めて参りました業務改革におきましては、新基幹システムの構築を最優先課

題とし、柔軟性の高いシステムと情報の一元管理による「業務の効率化・標準化・見える化」を早

期に実現すべく取り組んで参りました。 

しかしながら、同四半期の業績におきましては、春先の気温の寒暖差が大きかったことによる春

物不振や猛暑による秋物立ち上がりの不振、昨年好調であった「トレンカ」「レギンス」等の長物

商品の定番化によるニーズ一巡が影響し、売上高は前年を下回ることとなりました。今後におきま

しては、業務改革を継続し、事業部の最適化や効果的な人材配置を行う事によって、社内活性化を

図り、失敗を恐れず、常にチャレンジし続けられる社風作りに努めて参ります。 

出退店状況におきましては、フランチャイズチェーン店２店舗、直営店６店舗の新規出店と、フ

ランチャイズチェーン店９店舗、直営店６店舗の退店により、当第２四半期連結累計期間末におけ

る店舗数は、フランチャイズチェーン店129店舗、直営店141店舗（海外子会社の８店舗を含む）、

合計270店舗となりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は5,960百万円（前年同期比7.5％減）、営業損
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失は143百万円（前年同期より407百万円の減益）、経常損失は133百万円（前年同期より416百万円

の減益）、四半期純損失は113百万円（前年同期より234百万円の減益）となりました。 

なお、当グループの売上高は、取扱い商品が防寒という機能を持つ靴下のため、上半期（３月～

８月）に比べ下半期（９月～２月）に販売される割合が大きくなっております。従いまして連結会

計年度の上半期の売上高と下半期の売上高との間には著しい相違があり、上半期と下半期の業績に

季節的変動があります。 

 

(2) 連結財政状態に関する定性的情報 

(資産、負債及び純資産の状況) 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は、無形固定資産が増加しましたが、現金及び預金

が減少したこと等により、前連結会計年度末と比べて72百万円減少し、7,621百万円となりました。 

負債については、未払法人税等やその他の流動負債が減少しましたが、１年内返済予定の長期借

入金や長期借入金が増加したこと等により、前連結会計年度末と比べて263百万円増加し、2,936百

万円となりました。 

純資産については、利益剰余金の減少等により、前連結会計年度末と比べて336百万円減少し、

4,685百万円となりました。 

その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の65.3％から61.5％に減少しました。 

 

(キャッシュ・フローの状況) 

当第２四半期連結累計期間末における現金及び現金同等物の残高は、前連結会計年度末に比べて

424百万円減少し、1,679百万円となりました。 

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損失で152百万円、法人税等の支払

額で264百万円あったこと等により、△379百万円（前年同期より341百万円の減少）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出で197百万円、無形固定資

産の取得による支出で320百万円あったこと等により、△541百万円（前年同期より347百万円の減

少）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出で103百万円、配当金の支払

額で201百万円ありましたが、長期借入れによる収入で800百万円あったこと等により、501百万円

（前年同期より737百万円の増加）となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

今後の見通しについては、国内景気が緩やかな回復を続けているものの、円高・株安や欧米経済

の減速懸念などがあり、当グループをとりまく環境は依然不透明な状況が続くことが予想されます。

このような環境の中、当グループは上半期に着手してきた施策実行のスピード感をさらに高めて行

き、社内の意識変革を促し、環境の変化に柔軟に適応できる実行力のある集団を目指して参ります。 

なお、平成23年２月期における通期の業績予想につきましては、第２四半期（累計）における春

物商品の不振や「トレンカ」「レギンス」等の長物商品の需要減少に加え、足元の秋物商品の販売

動向を勘案し、平成22年４月12日に公表しました業績予想を修正致しました。当該予想に関する詳
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細につきましては、本日（平成22年10月12日）公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参

照下さい。 
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2. その他の情報 

(1) 重要な子会社の異動の概要 

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簡便な会計処理 

重要性が乏しいため、記載を省略しております。 

 

②四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 

 

(3) 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。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成22年８月31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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,679,335 2,103,710

受取手形及び売掛金 688,360 765,241

商品 510,880 499,614

貯蔵品 861 1,050

その他 365,262 293,869

貸倒引当金 △29,843 △25,852

流動資産合計 3,214,857 3,637,633

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 979,918 949,420

土地 1,181,477 1,181,477

その他（純額） 217,963 159,887

有形固定資産合計 2,379,360 2,290,785

無形固定資産 901,744 628,599

投資その他の資産   

差入保証金 996,116 984,750

その他 130,834 153,533

貸倒引当金 △1,197 △1,112

投資その他の資産合計 1,125,753 1,137,170

固定資産合計 4,406,859 4,056,556

資産合計 7,621,716 7,694,189

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 528,235 525,739

短期借入金 166,873 142,460

1年内返済予定の長期借入金 277,350 138,838

未払法人税等 14,443 274,835

賞与引当金 89,170 105,510

本社移転損失引当金 77,746 77,746

その他 491,872 609,824

流動負債合計 1,645,691 1,874,954

固定負債   

長期借入金 841,410 282,960

退職給付引当金 129,235 120,647

その他 319,755 393,768

固定負債合計 1,290,401 797,375

負債合計 2,936,093 2,672,329
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８月31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２月28日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 414,789 414,789

資本剰余金 92,424 92,424

利益剰余金 4,241,592 4,559,447

自己株式 △933 △922

株主資本合計 4,747,871 5,065,738

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,323 △1,334

為替換算調整勘定 △58,925 △42,542

評価・換算差額等合計 △62,248 △43,877

純資産合計 4,685,623 5,021,860

負債純資産合計 7,621,716 7,694,189
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第２四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 6,440,725 5,960,848

売上原価 2,901,309 2,686,771

売上総利益 3,539,416 3,274,076

販売費及び一般管理費 3,275,101 3,417,117

営業利益又は営業損失（△） 264,314 △143,040

営業外収益   

受取利息 1,038 1,323

仕入割引 17,264 12,073

固定資産賃貸料 6,894 5,836

その他 8,050 6,633

営業外収益合計 33,247 25,866

営業外費用   

支払利息 8,476 8,580

固定資産賃貸費用 4,603 2,506

為替差損 － 4,924

その他 1,136 296

営業外費用合計 14,216 16,307

経常利益又は経常損失（△） 283,346 △133,481

特別利益   

貸倒引当金戻入額 14,677 －

特別利益合計 14,677 －

特別損失   

固定資産除却損 14,422 4,503

リース解約損 9,060 4,589

賃貸借契約解約損 3,338 492

減損損失 10,602 9,789

特別損失合計 37,424 19,374

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（△）

260,599 △152,855

法人税、住民税及び事業税 122,677 8,316

法人税等調整額 16,971 △47,681

法人税等合計 139,648 △39,364

四半期純利益又は四半期純損失（△） 120,950 △113,490
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31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（△）

260,599 △152,855

減価償却費 94,993 117,839

減損損失 10,602 9,789

貸倒引当金の増減額（△は減少） △14,677 4,074

賞与引当金の増減額（△は減少） 81,233 △16,340

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △33,438 －

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11,018 8,588

受取利息及び受取配当金 △1,038 △1,323

支払利息 8,476 8,580

固定資産除却損 14,422 4,503

売上債権の増減額（△は増加） 142,645 74,973

たな卸資産の増減額（△は増加） △37,771 △14,893

仕入債務の増減額（△は減少） 62,842 5,041

その他の資産の増減額（△は増加） △17,732 △14,524

その他の負債の増減額（△は減少） 31,596 △137,536

未払消費税等の増減額（△は減少） △54,129 △3,254

小計 537,606 △107,337

利息及び配当金の受取額 1,043 1,177

利息の支払額 △9,097 △9,391

法人税等の支払額 △567,213 △264,077

営業活動によるキャッシュ・フロー △37,662 △379,629

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 △129,797 △197,917

有形固定資産の除却による支出 △6,984 △4,505

無形固定資産の取得による支出 △150,606 △320,939

貸付金の回収による収入 7,129 4,648

その他の支出 △28,349 △51,420

その他の収入 115,009 28,740

投資活動によるキャッシュ・フロー △193,598 △541,394

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） 23,558 31,259

長期借入れによる収入 100,000 800,000

長期借入金の返済による支出 △132,753 △103,038

自己株式の取得による支出 － △10

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △25,037 △24,523

配当金の支払額 △201,610 △201,852

財務活動によるキャッシュ・フロー △235,842 501,834

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,529 △5,185

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △457,573 △424,375

現金及び現金同等物の期首残高 2,431,822 2,103,710

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,974,248 1,679,335
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ファイル名:3. 34期2Q短信 連結注記情報.doc 更新日時:2010/10/04 11:01 印刷日時:2010/10/0411:01 

(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。 

―1― 
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