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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3月21日～平成22年9月20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 6,347 △0.2 126 ― 104 ― 51 ―

22年3月期第2四半期 6,363 ― △573 ― △587 ― △774 ―

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 2.02 ―

22年3月期第2四半期 △30.57 ―

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 13,970 6,995 50.1 276.17
22年3月期 13,836 6,992 50.5 276.00

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  6,995百万円 22年3月期  6,992百万円

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 ― 0.00 ― 0.00 0.00

23年3月期 ― 0.00

23年3月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成23年3月期の連結業績予想（平成22年3月21日～平成23年3月20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 12,700 0.5 150 ― 100 ― 10 ― 0.39



(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ますが、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財
務諸表に対する四半期レビュー手続は終了しております。 

※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。業績予想に関する事項については、【添付資料】P.2「連結業績予想に関する定性的情
報」及び本日別途開示する「平成23年3月期第2四半期連結累計期間業績予想と実績との差異に関するお知らせ」をご参照ください。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.2「その他」をご覧ください。）

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3月期2Q  27,670,642株 22年3月期  27,670,642株

② 期末自己株式数 23年3月期2Q  2,339,435株 22年3月期  2,335,424株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q  25,332,726株 22年3月期2Q  25,339,375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３月21日～平成22年９月20日）におけるわが国経済は、アジアを中心とし

た需要拡大に牽引される輸出や生産の持ち直し、企業の在庫調整やコスト合理化努力、政府による景気刺激策など

により引き続き回復傾向が見られますものの、依然として雇用や家計所得環境は厳しく、加えて米国・欧州などの

海外景気の減速懸念や長期化の様相を示す円高や株価低迷など、景気を下押しするリスクの介在から、景気は依然

として先行きの不透明感が拭えないまま推移いたしました。 

 当アパレル業界におきましても、百貨店をはじめ大型小売店の婦人衣料品売上高が前年を下回る状況が続くなど

消費者の生活防衛意識による節約志向が長期化する中、初夏時期の天候不順や盛夏の異常高温などの影響が加わ

り、総じて厳しい商況が続きました。 

 このような状況の中で当社グループは、平成25年３月期を最終年度とする中期経営計画「Ｖplan2013」を掲げ

て、早期業績回復を命題に、市場競争力強化と改革の推進・実行を掲げ、ブランド戦略と販売戦略、経営効率改善

の３つの柱を重点課題として取り組んでまいりました。 

 当社卸売事業におきましては、お客様１人ひとりのラピーヌ製品に対する信頼度・満足度アップを軸足に、マー

ケットインを志向した魅力ある新商品開発に取り組むとともに、お得意先小売店を支援する販売促進策の充実を図

り、機動的な営業活動により、信頼される取り組み拡大に努めてまいりました結果、売上高は前年並みを確保し、

利益面では黒字に転換いたしました。 

 子会社である株式会社ベルラピカの婦人服及び婦人雑貨主体の小売事業におきましては、各店舗の立地やお客様

のニーズを捉えた店頭品揃えや販売促進活動など営業面の強化に加え、不採算店舗の撤退や固定的経費の削減に取

り組みましたが、消費不振の影響が大きく、減収減益となりました。 

 以上の結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高 百万円（前年同期比0.2％減）となり、損益面

におきましては、販売費及び一般管理費の削減効果や売上総利益率の改善により、営業利益 百万円（前年同

期は5億73百万円の損失）、経常利益 百万円（前年同期は5億87百万円の損失）となり、四半期純利益 百万円

（前年同期は7億74百万円の純損失）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、前連結会計年度末に比べ1億34百万円増加し、139億70百万円と

なりました。これは主に、差入保証金の減少等により固定資産が3億6百万円減少したものの、現金及び預金の増加

等により流動資産が4億40百万円増加したことによるものです。 

 負債は、前連結会計年度末に比べ1億31百万円増加し、69億74百万円となりました。これは主に、有利子負債を

主とする固定負債が84百万円減少したものの、買掛金などの増加により流動負債が2億15百万円増加したことによ

るものです。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ3百万円増加し、69億95百万円となりました。これは主に四半期純利益の計

上に伴い、利益剰余金が増加したことによるものです。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

 当第２四半期連結累計期間の経営成績は、平成22年８月３日に公表いたしました業績予想に対し、売上高は微増

となり、利益面では、営業利益、経常利益ともに予想を上回り、四半期純利益は黒字に転換いたしました。本日別

途開示する「平成23年３月期第２四半期連結累計期間業績予想と実績との差異に関するお知らせ」をご参照くださ

い。 

 通期の業績予想については、依然として景気の先行きが不透明な中、個人消費の回復が見込めないことなど予断

を許さない状況が続くものと思われることから、変更しておりません。  

  

（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 

 該当事項はありません。 

  

（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。 

  

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報

63億47

1億26

1億4 51

２．その他の情報



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20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20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,838,032 2,458,541

受取手形及び売掛金 1,986,710 1,763,523

商品及び製品 2,354,049 2,483,212

仕掛品 264,792 295,040

原材料及び貯蔵品 36,988 41,199

繰延税金資産 205,484 224,710

その他 162,372 142,355

貸倒引当金 △2,610 △3,510

流動資産合計 7,845,820 7,405,073

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,404,013 1,439,609

機械装置及び運搬具（純額） 19,049 22,759

土地 3,341,243 3,341,243

その他（純額） 82,236 81,657

有形固定資産合計 4,846,543 4,885,269

無形固定資産   

のれん 22,764 30,353

その他 20,135 20,993

無形固定資産合計 42,900 51,346

投資その他の資産   

投資有価証券 454,584 507,952

差入保証金 728,509 851,854

その他 148,811 230,067

貸倒引当金 △96,582 △95,512

投資その他の資産合計 1,235,323 1,494,361

固定資産合計 6,124,767 6,430,977

資産合計 13,970,587 13,836,050



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年９月20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20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,442,497 1,172,450

短期借入金 3,150,000 3,170,000

1年内返済予定の長期借入金 101,200 101,200

1年内償還予定の社債 120,000 140,000

未払金 190,531 213,321

未払費用 208,394 211,962

未払法人税等 28,587 31,528

返品調整引当金 193,500 159,900

ポイント引当金 32,574 35,353

その他 119,641 135,332

流動負債合計 5,586,927 5,371,049

固定負債   

社債 860,000 920,000

長期借入金 387,000 437,600

退職給付引当金 32,365 9,018

役員退職慰労引当金 88,557 83,530

その他 19,937 22,229

固定負債合計 1,387,859 1,472,377

負債合計 6,974,787 6,843,427

純資産の部   

株主資本   

資本金 4,354,021 4,354,021

資本剰余金 4,021,519 4,021,519

利益剰余金 △958,889 △1,010,118

自己株式 △354,030 △353,789

株主資本合計 7,062,621 7,011,633

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △66,820 △19,010

評価・換算差額等合計 △66,820 △19,010

純資産合計 6,995,800 6,992,623

負債純資産合計 13,970,587 13,836,050



（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21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

売上高 6,363,198 6,347,698

売上原価 3,845,020 3,579,319

売上総利益 2,518,177 2,768,378

販売費及び一般管理費 3,091,624 2,641,406

営業利益又は営業損失（△） △573,447 126,972

営業外収益   

受取利息 2,619 1,838

受取配当金 8,702 8,642

生命保険配当金 12,483 576

保険解約返戻金 7,185 －

その他 13,751 17,047

営業外収益合計 44,742 28,103

営業外費用   

支払利息 39,944 44,761

社債発行費 14,599 －

その他 4,383 5,508

営業外費用合計 58,926 50,270

経常利益又は経常損失（△） △587,631 104,805

特別利益   

固定資産売却益 103 －

投資有価証券売却益 30,235 2,883

貸倒引当金戻入額 555 －

会員権売却益 110 －

特別利益合計 31,004 2,883

特別損失   

固定資産除売却損 9,870 17,520

投資有価証券評価損 － 6,542

減損損失 10,390 995

会員権売却損 1,535 －

その他 － 1,696

特別損失合計 21,797 26,754

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（△）

△578,423 80,934

法人税、住民税及び事業税 10,806 10,480

法人税等調整額 185,277 19,226

法人税等合計 196,083 29,706

四半期純利益又は四半期純損失（△） △774,507 51,228



（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21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20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（△）

△578,423 80,934

減価償却費 85,583 68,920

減損損失 10,390 995

のれん償却額 48,588 7,588

固定資産除売却損益（△は益） 9,766 17,520

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12,840 170

返品調整引当金の増減額（△は減少） △30,000 33,600

退職給付引当金の増減額（△は減少） － 23,346

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △120,090 5,027

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,334 △2,778

受取利息及び受取配当金 △11,321 △10,480

支払利息 39,944 44,761

社債発行費 14,599 －

投資有価証券売却損益（△は益） △30,235 △2,883

投資有価証券評価損益（△は益） － 6,542

会員権売却損益（△は益） 1,425 －

売上債権の増減額（△は増加） 299,413 △223,187

たな卸資産の増減額（△は増加） △11,659 163,621

仕入債務の増減額（△は減少） 554,673 270,047

未払消費税等の増減額（△は減少） △44,206 △12,790

その他 70,004 △51,277

小計 299,947 419,677

利息及び配当金の受取額 11,321 10,480

利息の支払額 △40,766 △44,310

法人税等の支払額 △10,794 △21,245

営業活動によるキャッシュ・フロー 259,707 364,601

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 △15,314 △22,434

有形固定資産の売却による収入 276 －

無形固定資産の取得による支出 △840 －

投資有価証券の取得による支出 △6,568 △4,374

投資有価証券の売却による収入 119,560 9,491

会員権の売却による収入 6,174 85,000

差入保証金の増減額（△は増加） 152,334 113,222

その他 △2,642 △11,416

投資活動によるキャッシュ・フロー 252,981 169,488

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） － △20,000

長期借入金の返済による支出 △75,600 △50,600

社債の発行による収入 585,400 －

社債の償還による支出 △45,000 △80,000

自己株式の取得による支出 △568 △240

配当金の支払額 △51,680 △1,467

その他 － △2,291

財務活動によるキャッシュ・フロー 412,551 △154,599



（単位：千円）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成21年９月20日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成22年９月20日) 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 925,240 379,491

現金及び現金同等物の期首残高 1,465,817 2,458,541

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,391,058 2,838,032



 該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

（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
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