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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 7,704 △4.9 △32 ― △99 ― △100 ―
22年3月期第2四半期 8,102 △6.0 108 21.7 27 △66.0 28 △41.7

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 △12.56 ―
22年3月期第2四半期 3.52 ―

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 13,864 5,136 36.9 636.49
22年3月期 13,649 5,338 38.9 660.29

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  5,113百万円 22年3月期  5,305百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有   

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 ― 2.00 2.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想）
― 2.00 2.00

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  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 14,800 △0.8 90 3.7 40 203.2 20 △55.9 2.49



(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ユー手続きを実施中です。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P. ３「その他」をご覧ください。）

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  8,046,233株 22年3月期  8,046,233株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  11,707株 22年3月期  11,644株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  8,034,557株 22年3月期2Q  8,034,611株
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（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4月1日から９月30日まで）における日本経済は、政府の経済対策効果などに

より回復基調にあるものの、欧州における経済不安や急激な円高等の影響もあり、本格的な消費回復機運がないまま推

移しました。 

当社グループの主要な得意先における衣料品の販売動向は、猛暑による夏物の好調はあったものの、その後の残暑

による秋物の不振は深刻で、また、大部分の商材に関して販売単価の上昇にはいまだ至っておりません。 

このような環境の下、当社グループでは、インターネット販売チャネルの拡大や、６月に福岡マリノアシティ、7月

には三井アウトレットモール滋賀竜王に新たな直営店をオープンするなど、販売拡大策を講じてまいりましたが、４月

における気温の低下や納期遅れ、9月の残暑による秋物不振等により販売額が減少し、中心アイテムであるドレスシャ

ツの売上が前年同期と比べ4.1％減少、また、顧客ニーズの変化により専門店向けレディース商材が前年同期比45.1％

減少するなど、売上金額は伸び悩みました。 

加えて海外直轄工場においては、タイ山喜における受注不足、上海工場における分工場の立ち上げなど一時的な減

益要因が重なり、前年に比べ大きく利益が減少しました。 

この結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は前年同期と比べ4.9%減少の77億4百万円となり、営業損失32

百万円を計上、加えて為替相場が円高ドル安に推移したことによる外貨建て資産の為替差損を計上したため、経常損失

99百万円、四半期純損失は1億円となりました。 

  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期連結会計期間末における総資産は138億64百万円で、前連結会計年度末比2億15百万円増加しました。

これは未収入金の増加等によるものであります。なお、当第２四半期連結会計期間における重要な資産の変動はありま

せん。 

負債合計は、87億27百万円で前連結会計年度末比4億16百万円増加しました。これは仕入債務の増加等によるもので

あります。 

純資産合計は51億36百万円となり、前連結会計年度末比2億1百万円減少しました。これは四半期純損失を計上した他、

評価・換算差額等が減少したこと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 

  第2四半期連結累計期間経営成績及び第３四半期以降の受注状況、諸施策の実施状況に鑑み、通期連結業績予想を前

回平成22年7月30日発表予想から下記のとおり変更いたします。 

  

（通期） 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

  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 

前回発表予想（Ａ） 15,100 200 190 170 21 16 

今回修正予想（Ｂ） 14,800 90 40 20 2 49 

増減額（Ｂ－Ａ） △300 △110 △150 △150 －   

増減率（％） △2.0 △55.0 △78.9 △88.2 －   

前期実績 14,921 86 13 45 5 65 

山喜㈱ (3598) 平成23年３月期　第２四半期決算短信

-2-



   

（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 

  (法人税等の計上基準) 

 法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法によ

っております。 

 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 

「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。 

これによる営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

  

（４）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。 

  

２．その他の情報
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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 1,322,519 1,211,099

受取手形及び売掛金 2,355,898 2,452,025

製品 4,149,522 4,209,819

仕掛品 46,078 62,842

原材料 194,705 249,423

その他 1,167,318 757,713

貸倒引当金 △1,350 △1,270

流動資産合計 9,234,694 8,941,655

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,630,138 1,697,156

土地 2,150,510 2,151,264

その他（純額） 310,327 325,911

有形固定資産合計 4,090,975 4,174,332

無形固定資産 380,060 383,338

投資その他の資産   

投資有価証券 73,360 82,038

その他 86,530 68,853

貸倒引当金 △1,087 △947

投資その他の資産合計 158,803 149,945

固定資産合計 4,629,839 4,707,616

繰延資産 2 5

資産合計 13,864,536 13,649,277

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 3,057,347 2,772,155

短期借入金 1,475,169 2,566,861

1年内返済予定の長期借入金 930,108 932,724

未払法人税等 30,489 27,452

賞与引当金 32,700 32,700

返品調整引当金 133,000 160,000

その他 657,196 527,499

流動負債合計 6,316,010 7,019,392

固定負債   

長期借入金 1,970,539 868,321

退職給付引当金 38,076 16,595

その他 403,353 406,779

固定負債合計 2,411,968 1,291,696
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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) 

負債合計 8,727,979 8,311,089

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,940,997 2,940,997

資本剰余金 2,807,517 2,807,517

利益剰余金 △833,250 △716,289

自己株式 △1,793 △1,782

株主資本合計 4,913,470 5,030,443

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,406 5,937

繰延ヘッジ損益 △191,868 △108,080

土地再評価差額金 368,457 368,457

為替換算調整勘定 25,260 8,412

評価・換算差額等合計 200,443 274,726

少数株主持分 22,643 33,018

純資産合計 5,136,556 5,338,188

負債純資産合計 13,864,536 13,649,277
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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 8,102,629 7,704,967

売上原価 5,809,498 5,584,725

返品調整引当金繰入額 39,000 －

返品調整引当金戻入額 － 27,000

売上総利益 2,254,131 2,147,241

販売費及び一般管理費 2,146,120 2,179,554

営業利益又は営業損失（△） 108,010 △32,313

営業外収益   

受取利息 3,051 2,241

仕入割引 6,956 5,987

受取手数料 24,145 27,763

受取配当金 1,183 1,152

その他 9,071 13,664

営業外収益合計 44,407 50,809

営業外費用   

支払利息 44,641 35,942

為替差損 65,698 67,688

その他 14,329 14,175

営業外費用合計 124,669 117,806

経常利益又は経常損失（△） 27,748 △99,310

特別利益   

固定資産売却益 557 1,751

役員退職慰労引当金戻入額 33,750 －

特別利益合計 34,307 1,751

特別損失   

固定資産除売却損 32 80

投資有価証券売却損 － 226

その他 5,797 551

特別損失合計 5,829 858

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（△）

56,226 △98,417

法人税等 20,107 13,133

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

－ △111,550

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7,862 △10,659

四半期純利益又は四半期純損失（△） 28,256 △100,891
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（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 3,520,294 3,454,218

売上原価 2,597,016 2,572,685

返品調整引当金繰入額 53,000 17,000

売上総利益 870,277 864,533

販売費及び一般管理費 962,965 992,072

営業損失（△） △92,687 △127,539

営業外収益   

受取利息 863 618

仕入割引 3,013 2,903

受取手数料 12,665 13,822

受取配当金 16 －

その他 4,826 7,695

営業外収益合計 21,384 25,040

営業外費用   

支払利息 22,125 16,503

為替差損 49,713 35,411

その他 5,721 5,142

営業外費用合計 77,560 57,057

経常損失（△） △148,863 △159,556

特別利益   

固定資産売却益 102 1,465

役員退職慰労引当金戻入額 33,750 －

特別利益合計 33,852 1,465

特別損失   

固定資産除売却損 32 57

その他 5,797 －

特別損失合計 5,829 57

税金等調整前四半期純損失（△） △120,840 △158,148

法人税等 9,742 4,039

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △162,188

少数株主利益又は少数株主損失（△） 1,199 △1,540

四半期純損失（△） △131,782 △160,647
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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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

56,226 △98,417

減価償却費 123,592 123,317

受取利息及び受取配当金 △4,234 △3,393

支払利息 44,641 35,942

投資有価証券売却損益（△は益） － 226

固定資産除売却損益（△は益） △524 △1,670

売上債権の増減額（△は増加） △416,122 93,844

たな卸資産の増減額（△は増加） 398,982 127,530

仕入債務の増減額（△は減少） 391,299 288,755

未収入金の増減額（△は増加） △133,995 △426,208

その他 52,751 66,378

小計 512,617 206,306

利息及び配当金の受取額 3,366 2,930

利息の支払額 △42,360 △37,882

法人税等の支払額 △22,154 △12,897

営業活動によるキャッシュ・フロー 451,468 158,456

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △914 △66,549

有形固定資産の取得による支出 △82,025 △33,371

有形固定資産の売却による収入 4,085 2,183

無形固定資産の取得による支出 △150 △490

投資有価証券の取得による支出 △1,156 △579

投資有価証券の売却による収入 － 1,148

その他 229 △2,024

投資活動によるキャッシュ・フロー △79,930 △99,683

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） △253,691 △1,090,138

長期借入れによる収入 350,000 1,800,000

長期借入金の返済による支出 △426,055 △700,398

自己株式の取得による支出 △5 △11

配当金の支払額 － △16,105

その他 △105 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △329,856 △6,653

現金及び現金同等物に係る換算差額 11,440 △6,873

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 53,121 45,246

現金及び現金同等物の期首残高 443,822 618,192

現金及び現金同等物の四半期末残高 496,943 663,438
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 該当事項はありません。  

  

  

  該当事項はありません。  

  

  

  生産、受注及び販売の状況 

  (1）生産実績 

  

(2）受注実績 

 原則として、受注生産は行っておりません。 

  

(3）販売実績 

  

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

４．補足情報

セグメントの名称 
当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

前年同四半期比 (%)  

シャツ製造販売事業 ドレスシャツ   

                         （千円） 
 3,329,195  94.7

シャツ製造販売事業 カジュアルシャツ 

                         （千円） 
 1,378,887  114.1

シャツ製造販売事業 レディースシャツ 

                          (千円) 
 145,219  58.0

シャツ製造販売事業  小計  (千円)  4,853,302  97.5

不動産賃貸事業        （千円）  －  －

     合計      （千円)  4,853,302  97.5

セグメントの名称 
当第２四半期連結会計期間 
（自 平成22年４月１日 
至 平成22年９月30日） 

前年同四半期比 (%)  

シャツ製造販売事業 ドレスシャツ   

                         （千円） 
 5,643,861  95.9

シャツ製造販売事業 カジュアルシャツ 

                         （千円） 
 1,836,561  98.9

シャツ製造販売事業 レディースシャツ 

                          (千円) 
 190,183  54.9

シャツ製造販売事業  小計  (千円)  7,670,606  94.9

不動産賃貸事業        （千円）  34,360  216.5

     合計      （千円)  7,704,967  95.1
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