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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年9月30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2四半期 8,155 6.1 867 15.0 882 14.0 475 13.3
22年3月期第2四半期 7,686 2.7 754 26.5 774 18.8 419 32.3

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2四半期 26.25 ―
22年3月期第2四半期 22.88 ―

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2四半期 20,062 12,559 62.6 694.02
22年3月期 19,281 12,670 65.7 698.29

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  12,559百万円 22年3月期  12,669百万円

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3月期 ― 12.00 ― 30.00 42.00
23年3月期 ― 12.00
23年3月期 

（予想）
― 30.00 42.00

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） 
（％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  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

通期 18,500 7.0 2,766 12.8 2,800 12.2 1,460 7.4 80.47



(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  無  
（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】P.3「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 有
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2Q 18,498,200株 22年3月期  18,498,200株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  401,844株 22年3月期  354,894株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 18,102,809株 22年3月期2Q 18,323,203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における我が国経済は、一部に回復の兆しが見られる一方、個人消費の低迷や円高の進

行などの懸念材料があり、依然として厳しい状況が続いております。 

また、呉服業界におきましては、市場全体の縮小傾向が続いており、引き続き厳しい状況にあるものと考えられま

す。 

このようななか、当社グループは和装関連事業を中心として、広告・販促施策の強化とともに、販売力の底上げを

重視した取り組みを推進してまいりました。当社グループにおける各事業部門別の状況は次のとおりであります。 

 

〔和装関連事業〕 

「振袖」販売については、来店者数は増加したものの、平均単価が低下傾向で推移し、受注高は前年同期比 0.7％

減となりました。また、既存顧客を対象とした「一般呉服」等の受注高については、集客数増加に注力した営業活

動・催事企画が奏功し、前年同期比12.8％増となりました。 

以上により、和装関連事業の受注高は、前年同期比 7.7％増の 8,140 百万円となり、第２四半期における受注高と

しては過去最高額となりました。また売上高（出荷高）については、6.7％増の7,890百万円となりました。 

利益面においては、粗利益率はほぼ前年同期並の 63.7％となりました。販売費及び一般管理費については、人員増

強に伴い、人件費が増加しております。また、広告・販促活動を積極的に行ったことにより、広告宣伝費および販売

促進費が増加しておりますが、売上高が増加したため、対売上高比では前年同期並の比率となりました。この結果、

和装関連事業の営業利益は7.5％増の697百万円となりました。 

 

〔金融サービス事業〕 

金融サービス事業については、和装関連事業の受注高の増加に伴って、取扱高が着実に増加してきており、売上高

は前年同期比7.1％増の238百万円、営業利益は9.2％増の187百万円となりました。 

 

〔その他の事業〕 

人材派遣・紹介事業を営む「就職エージェント㈱」の当社が保有する全株式を、グループ全体の事業再編の一環と

して、平成22年6月18日に売却したことにより、売上高は前年同期比62.8％減の26百万円、営業損失は前年同期と比べ

て53百万円減少し13百万円となりました。 

 

この結果、当第２四半期連結累計期間の連結業績は、売上高は前年同期に比べ6.1％増の8,155百万円、営業利益は

15.0％増の867 百万円、経常利益は14.0％増の882 百万円、四半期純利益は13.3％増の475 百万円となりました。な

お、「資産除去債務に関する会計基準」の適用に伴い、適用初年度に発生する特別損失として、156百万円を計上して

おります。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

（資産） 

流動資産は、前連結会計年度末に比べて 11.4%増加し、14,966 百万円となりました。これは、現金及び預金が 169 百万

円、割賦売掛金が 653 百万円、有価証券が 751 百万円それぞれ増加し、売掛金が 235 百万円減少したことなどによりま

す。 

固定資産は、前連結会計年度末に比べて 12.8%減少し、5,096 百万円となりました。これは、投資有価証券が 814 百万円

減少し、建物が33百万円増加したことなどによります。 

この結果、総資産は、前連結会計年度末に比べて4.1%増加し、20,062百万円となりました。 

（負債） 

流動負債は、前連結会計年度末に比べて 12.3%増加し、7,367 百万円となりました。これは、前受金が 577 百万円、割賦

未実現利益が 141 百万円、販売促進引当金が 113 百万円それぞれ増加し、未払法人税等が 213 百万円減少したことなど

によります。 

固定負債は、前連結会計年度末に比べて 187.0%増加し、136 百万円となりました。これは、資産除去債務が 129 百万円

増加したことなどによります。 
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この結果、負債合計は、前連結会計年度末に比べて13.5%増加し、7,503百万円となりました。 

（純資産） 

純資産合計は、前連結会計年度末に比べて 0.9%減少し、12,559 百万円となりました。これは、別途積立金が 243 百万円

減少したことなどによります。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期累計期間における受注状況は、当初計画を上回るペースで推移しており、第３四半期以降につきまし

ても、引き続き受注高の増加を見込んでおりますが、当社においては、第４四半期に年間最大繁忙期を控えており、

不確定要素も多いため、現時点においては、平成22年4月27日発表の数値を修正しておりません。 

 

 

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 

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 

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、営業利益、経常利益はそれぞれ 6 百万円減少しており、税金等調整前四半期純利益は 163 百万円減少

しております。 
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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９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 4,318,139 4,148,701

売掛金 144,053 379,111

割賦売掛金 4,951,739 4,298,480

有価証券 3,139,608 2,387,717

商品及び製品 1,803,462 1,776,134

原材料及び貯蔵品 59,413 40,623

その他 549,735 404,018

貸倒引当金 － △1,936

流動資産合計 14,966,150 13,432,850

固定資産   

有形固定資産   

土地 2,398,744 2,398,744

その他（純額） 756,745 726,130

有形固定資産合計 3,155,489 3,124,874

無形固定資産 30,286 25,325

投資その他の資産   

投資有価証券 1,017,342 1,832,186

敷金及び保証金 808,348 810,242

その他 87,257 57,530

貸倒引当金 △2,000 △2,000

投資その他の資産合計 1,910,948 2,697,959

固定資産合計 5,096,725 5,848,159

資産合計 20,062,875 19,281,010
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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９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   

買掛金 461,098 403,193

1年内返済予定の長期借入金 － 10,524

未払法人税等 387,682 601,005

前受金 1,113,213 535,234

預り金 3,268,969 3,247,181

賞与引当金 241,000 242,000

役員賞与引当金 － 15,000

販売促進引当金 245,230 131,233

割賦未実現利益 756,682 615,194

資産除去債務 83,945 －

その他 809,570 762,789

流動負債合計 7,367,391 6,563,356

固定負債   

長期借入金 － 38,091

長期未払金 6,540 6,540

資産除去債務 129,207 －

繰延税金負債 527 2,857

固定負債合計 136,274 47,488

負債合計 7,503,666 6,610,844

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,215,949 1,215,949

資本剰余金 1,708,259 1,708,259

利益剰余金 9,970,993 10,040,178

自己株式 △337,986 △297,327

株主資本合計 12,557,214 12,667,058

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,994 2,251

評価・換算差額等合計 1,994 2,251

少数株主持分 － 855

純資産合計 12,559,209 12,670,166

負債純資産合計 20,062,875 19,281,010
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 7,686,140 8,155,630

売上原価 2,758,398 2,939,123

売上総利益 4,927,742 5,216,506

販売費及び一般管理費 4,173,590 4,349,480

営業利益 754,151 867,025

営業外収益   

受取利息 9,708 5,366

受取配当金 3 －

信販取次手数料 12,935 7,654

雑収入 3,161 6,848

営業外収益合計 25,808 19,869

営業外費用   

支払利息 336 413

投資事業組合運用損 1,054 2,325

雑損失 3,888 1,289

営業外費用合計 5,279 4,028

経常利益 774,680 882,866

特別利益   

貸倒引当金戻入額 2,052 1,727

関係会社株式売却益 － 19,743

特別利益合計 2,052 21,471

特別損失   

固定資産除却損 1,506 3,210

賃貸借契約解約損 － 3,396

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 156,708

特別損失合計 1,506 163,315

税金等調整前四半期純利益 775,226 741,022

法人税、住民税及び事業税 364,730 364,603

法人税等調整額 △7,941 △98,456

法人税等合計 356,788 266,146

少数株主損益調整前四半期純利益 － 474,876

少数株主損失（△） △863 △237

四半期純利益 419,301 475,114
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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４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９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 775,226 741,022

減価償却費 50,324 54,040

貸倒引当金の増減額（△は減少） △2,052 △1,727

賞与引当金の増減額（△は減少） △5,555 △1,000

販売促進引当金の増減額（△は減少） 108,248 113,997

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7,400 △15,000

受取利息及び受取配当金 △9,712 △5,366

支払利息 3,422 413

関係会社株式売却損益（△は益） － △19,743

有形固定資産除却損 1,506 3,210

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 156,708

売上債権の増減額（△は増加） 542,113 146,397

たな卸資産の増減額（△は増加） △109,319 △46,159

仕入債務の増減額（△は減少） 76,602 59,253

割賦未実現利益の増減額（△は減少） 8,581 141,487

未払消費税等の増減額（△は減少） △17,568 △17,872

預り金の増減額（△は減少） 16,786 22,516

その他 △53,114 △30,731

小計 1,378,089 1,301,447

利息及び配当金の受取額 9,774 5,531

利息の支払額 △3,631 △223

法人税等の支払額 △468,801 △569,336

営業活動によるキャッシュ・フロー 915,431 737,418

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の預入による支出 △500 －

定期預金の払戻による収入 10,047 －

有価証券の償還による収入 1,100,000 150,000

有形固定資産の取得による支出 △58,776 △26,804

有形固定資産の除却による支出 － △1,689

投資有価証券の取得による支出 △900,274 △100,092

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △17,786

敷金の差入による支出 △19,114 △23,871

敷金の回収による収入 1,050 24,908

貸付けによる支出 △500 △950

貸付金の回収による収入 1,615 1,067

その他 △2,890 △10,029

投資活動によるキャッシュ・フロー 130,658 △5,246

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） △150,000 －

長期借入れによる収入 55,000 25,000

長期借入金の返済による支出 △1,500 △3,255

自己株式の取得による支出 △280,593 △40,659

配当金の支払額 △553,027 △542,699

財務活動によるキャッシュ・フロー △930,121 △561,613

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 115,968 170,558

現金及び現金同等物の期首残高 5,876,638 5,985,189

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,992,606 6,155,747
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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）セグメント情報 

【事業の種類別セグメント情報】 

  前第２四半期連結累計期間（自 平成21年4月1日 至 平成21年9月30日） 

(注) １ 事業の区分は、提供するサービスの類似性を考慮して、内部管理上採用している区分によっております。 

   ２ 各区分の主な事業の内容 

和装関連事業    呉服を主とし、それに関連する宝飾品等の販売 

金融サービス事業  割賦販売斡旋業務 

その他の事業    人材派遣・紹介事業 

 

【所在地別セグメント情報】 
前第２四半期連結累計期間において、本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び支店等がないため、該当事項は

ありません。 

 

【海外売上高】 
前第２四半期連結累計期間において、該当事項はありません。 

 

【セグメント情報】 
（追加情報） 

 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。 

 

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、本社に営業統括を置き、和装関連事業を中心に事業活動を展開しており、「和装関連事業」、「金融サービス事

業」、「その他の事業」を報告セグメントとしております。 

 「和装関連事業」は、呉服を主とし、それに関連する宝飾品等の販売を行っております。「金融サービス事業」は、割賦

販売業務を行っております。「その他の事業」は、人材派遣・紹介事業を行っております。 

 

 
和装関連事業 

(千円) 

金融サービス

事業(千円) 

その他の事業

(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 
7,392,373 223,156 70,610 7,686,140 ― 7,686,140

(2)セグメント間の内部

売上高又は振替高 
― 28,461 1,500 29,961 (29,961) ―

計 7,392,373 251,618 72,110 7,716,102 (29,961) 7,686,140

営業利益または 

営業損失(△) 
648,750 171,620 △67,180 753,190 961 754,151
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２． 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

  当第２四半期連結累計期間（自 平成22年4月1日 至 平成22年9月30日） 

(注) セグメント間取引消去によるものであります。 

 

（６）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。 

（単位：千円） 

報告セグメント 

 
和装関連事業 

金融サービス

事業 
その他の事業 計 

調整額 
(注) 

四半期連結
損益計算書
計上額 

売上高       

外部顧客への売上高 7,890,412 238,982 26,234 8,155,630 ― 8,155,630

セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― 23,328 1,500 24,828 (24,828) ―

計 7,890,412 262,311 27,734 8,180,458 (24,828) 8,155,630

セグメント利益 

又は損失(△) 
697,615 187,465 △13,235 871,846 (4,820) 867,025
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