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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 4,481 7.9 △110 ― △93 ― △105 ―
22年3月期第2四半期 4,155 △52.8 △59 ― △42 ― △50 ―

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 △2.29 ―
22年3月期第2四半期 △1.09 ―

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 5,604 3,274 58.4 71.33
22年3月期 6,023 3,479 57.8 75.79

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  3,274百万円 22年3月期  3,479百万円

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 ― ― ― 2.00 2.00
23年3月期 ― ―
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  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 9,600 1.6 10 ― 35 ― 10 △72.2 0.22



(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
基づく四半期財務諸表のレビュー手続きは終了しておりません。 

※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等の見通し等の将来に関する記述は、当社が現時点で入手した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仮定及び業績予想のご利用にあたっては、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】P3「その他」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 49,280,697株 22年3月期  49,280,697株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  3,368,820株 22年3月期  3,366,320株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 45,913,640株 22年3月期2Q  46,047,152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における我が国経済は、中国や新興国の経済回復の牽引により、輸出や生産活動の増加

から一部で景気回復の兆しが見られましたが、円高進行や株価低迷などにより企業収益への影響が懸念され、引き続

き厳しい雇用情勢、所得環境などから、景気の先行きは不透明なまま推移しております。 

当衣料業界におきましては、雇用情勢や所得環境は引き続き厳しい状況に加え、長引く猛暑等による影響から、婦

人洋品や寝装品などといった季節性の高い商品の秋物商品の動きが鈍かったことから厳しい状況で推移いたしまし

た。 

 このような事業環境のもと、昨年６月に全株式を取得し子会社となった丸福商事㈱の売上高が寄与し増収となりま

したが、長引く猛暑等の影響から、婦人洋品や寝装品の処分販売により販売単価の下落は否めず、売上総利益は低下

いたしました。このようなことから、当社グループの当第２四半期連結累計期間は売上高44億81百万円（前年同期比

7.9％増）、営業損失は１億10百万円（前年同期は営業損失59百万円）、経常損失は93百万円（前年同期は経常損失

42百万円）、四半期純損失は１億５百万円（前年同期は四半期純損失50百万円）となりました。 

和装事業は、個人消費の低迷が続き、専門店等への売上が苦戦し売上高は減少いたしましたが、催事販売等の経費

の削減を図りました。この結果、売上高は９億27百万円、セグメント利益は７百万円となりました。 

 寝装事業は、長引く猛暑等の影響を受け、量販店を中心に売上が伸び悩み売上高は大幅な減少となりました。 

この結果、売上高は８億14百万円、セグメント損失は１百万円となりました。 

 洋装事業は、昨年６月に丸福商事㈱が連結子会社となったため売上高は大幅な増加となりましたが、長引く猛暑等

の影響を受け処分販売による売上総利益の低下などがありました。この結果、売上高は20億24百万円、セグメント損

失は５百万円となりました。 

 宝飾・バッグ事業は、和装事業同様個人消費の低迷が続き、専門店等への売上が苦戦したことにより売上高は減少

いたしました。この結果、売上高は81百万円、セグメント損失は９百万円となりました。 

 意匠撚糸事業は、国内市場では婦人洋品等の製品市場の低迷から撚糸の需要が落ち込みましたが、中国において 

は、撚糸の需要が高まり売上高は増加いたしました。この結果、売上高は６億32百万円、セグメント利益は22百万円

となりました。 

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

①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資産合計は56億４百万円で前連結会計年度末と比べ４億18百万円減少してお

ります。 

 流動資産は、37億56百万円（前連結会計年度末は49億57百万円）となり、12億１百万円減少いたしました。これは

主に、受取手形及び売掛金の減少に加え、短期貸付金から長期貸付金への振り替えを行い減少したことによるもので

あります。 

 固定資産は、18億48百万円（前連結会計年度末は10億65百万円）となり、７億83百万円増加いたしました。これは

主に、短期貸付金から長期貸付金への振り替えを行い増加したことによるものであります。 

  流動負債は、21億51百万円（前連結会計年度末は23億26百万円）となり、1億75百万円減少いたしました。これは

主に、支払手形及び未払金の減少によるものであります。 

  固定負債は、1億78百万円（前連結会計年度末は2億16百万円）となり、38百万円減少いたしました。これは主

に、長期未払金の減少及び長期借入金の減少があったことによるものであります。 

 純資産は、32億74百万円（前連結会計年度末34億79百万円）となり、２億４百万円減少いたしました。これは主

に、当期純損失及び剰余金の配当があったことによるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況 

  当第２四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、前連結会計年度末に比

べ２億７百万円減少の２億49百万円となっております。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー）  

   営業活動の結果減少した資金は、１億７百万円（前年同四半期は26百万円の減少）となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純損失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） 

   投資活動の結果増加した資金は、25百万円（前年同四半期は１億51百万円の増加）となりました。 

 これは主に、無形固定資産の取得による支出はあったものの、担保預金の減少、敷金及び貸付金の回収があった

こと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） 

   財務活動の結果減少した資金は、１億25百万円（前年同四半期は１億22百万円の減少）となりました。 

 これは主に、短期、長期借入金の返済及び配当金の支払いによるものであります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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における我が国経済は、雇用、所得環境は緩やかな回復が予想されるものの、個人消

費については先行き不透明であると思われます。  

  このような状況の中、当社グループについては、営業活動に全力をあげるとともに販売経費等の削減に注力し、

経営の合理化を図ってまいります。このような状況を踏まえ、平成22年11月９日公表いたしました通期業績の予想

数値に変更はありません。 

  

（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 

  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、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

  なお、国内の事務所等で建物を賃借しており、不動産賃貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務

を有しておりますが、当該資産に関連する賃借資産の使用期間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されてい

ないことから、資産除去債務を合理的に見積もることができません。そのため当該債務に見合う資産除去債務を計

上しておりません。 

  

（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。  

  

  

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 299,345 527,584

受取手形及び売掛金 1,892,834 2,073,685

商品及び製品 1,406,329 1,391,932

仕掛品 32,048 19,080

原材料及び貯蔵品 79,456 82,319

前払費用 47,364 47,839

短期貸付金 25,426 851,509

未収入金 32,080 35,247

預け金 15,144 14,370

その他 3,519 3,401

貸倒引当金 △77,338 △89,099

流動資産合計 3,756,211 4,957,871

固定資産   

有形固定資産   

有形固定資産 469,559 473,303

無形固定資産   

のれん 113,690 128,849

その他 34,191 20,282

無形固定資産合計 147,882 149,132

投資その他の資産   

投資有価証券 51,848 62,007

長期貸付金 841,494 31,797

破産更生債権等 409,421 424,636

長期前払費用 57,539 62,921

その他 321,579 322,207

貸倒引当金 △450,778 △460,825

投資その他の資産合計 1,231,104 442,745

固定資産合計 1,848,547 1,065,180

資産合計 5,604,758 6,023,052
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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   

支払手形及び買掛金 1,759,879 1,832,920

短期借入金 113,000 120,000

1年内返済予定の長期借入金 52,800 52,800

未払法人税等 15,361 19,906

未払消費税等 5,164 41,716

賞与引当金 － 8,550

返品調整引当金 17,338 20,688

その他 188,286 230,410

流動負債合計 2,151,830 2,326,992

固定負債   

長期借入金 57,600 84,000

長期未払金 120,225 128,814

繰延税金負債 － 3,218

その他 216 216

固定負債合計 178,042 216,249

負債合計 2,329,872 2,543,241

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,975,070 1,975,070

資本剰余金 273,664 273,664

利益剰余金 1,215,267 1,412,242

自己株式 △187,784 △187,681

株主資本合計 3,276,216 3,473,294

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △2,107 5,548

為替換算調整勘定 776 967

評価・換算差額等合計 △1,330 6,516

純資産合計 3,274,885 3,479,810

負債純資産合計 5,604,758 6,023,052
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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 4,155,001 4,481,357

売上原価 2,751,494 3,024,816

売上総利益 1,403,506 1,456,540

販売費及び一般管理費 1,462,809 1,567,333

営業損失（△） △59,302 △110,793

営業外収益   

受取利息 11,921 13,232

受取配当金 874 1,262

その他 12,801 8,046

営業外収益合計 25,598 22,540

営業外費用   

支払利息 2,565 3,559

その他 5,781 1,309

営業外費用合計 8,347 4,868

経常損失（△） △42,051 △93,122

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,593 5,368

特別利益合計 1,593 5,368

特別損失   

投資有価証券評価損 1,156 －

事務所移転費用 － 2,253

廃棄物処理損失 － 5,213

その他 0 －

特別損失合計 1,157 7,466

税金等調整前四半期純損失（△） △41,615 △95,219

法人税、住民税及び事業税 8,613 9,932

法人税等合計 8,613 9,932

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △105,152

四半期純利益又は四半期純損失（△） △50,228 △105,152
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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 2,400,148 2,315,720

売上原価 1,597,596 1,572,963

売上総利益 802,551 742,756

販売費及び一般管理費 826,506 785,647

営業損失（△） △23,954 △42,890

営業外収益   

受取利息 5,080 6,625

受取配当金 12 10

受取賃貸料 3,630 1,892

その他 2,005 1,546

営業外収益合計 10,729 10,074

営業外費用   

支払利息 1,812 1,780

その他 3,362 898

営業外費用合計 5,174 2,679

経常損失（△） △18,400 △35,495

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,278 1,262

特別利益合計 1,278 1,262

特別損失   

投資有価証券評価損 1,156 －

廃棄物処理損失 － 4,233

その他 0 －

特別損失合計 1,157 4,233

税金等調整前四半期純損失（△） △18,278 △38,466

法人税、住民税及び事業税 3,726 4,901

法人税等合計 3,726 4,901

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △43,368

四半期純利益又は四半期純損失（△） △22,005 △43,368
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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損失（△） △41,615 △95,219

減価償却費 6,559 7,218

のれん償却額 7,579 15,158

貸倒引当金の増減額（△は減少） △24,389 △21,807

賞与引当金の増減額（△は減少） △2,500 △8,550

返品調整引当金の増減額（△は減少） △4,763 △3,350

受取利息及び受取配当金 △12,796 △14,494

支払利息 968 2,932

投資有価証券評価損益（△は益） 1,156 －

売上債権の増減額（△は増加） 290,832 180,887

たな卸資産の増減額（△は増加） 46,514 △24,345

仕入債務の増減額（△は減少） △286,373 △73,200

その他 △1,597 △68,120

小計 △20,425 △102,891

利息及び配当金の受取額 10,935 14,494

利息の支払額 △1,752 △3,110

法人税等の支払額 △15,295 △16,232

営業活動によるキャッシュ・フロー △26,537 △107,739

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 500,000 －

担保預金の増減額（△は増加） － 20,566

有形固定資産の取得による支出 － △92

無形固定資産の取得による支出 △3,460 △17,286

投資有価証券の取得による支出 △1,746 △715

投資有価証券の売却による収入 13 －

事業譲受による支出 △37,326 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△165,174 －

貸付けによる支出 △500,088 △21,220

貸付金の回収による収入 354,584 37,608

敷金の差入による支出 △1,000 △4,898

敷金の回収による収入 5,280 11,849

その他 － △20

投資活動によるキャッシュ・フロー 151,081 25,789
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（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) 

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） 13,000 △7,000

長期借入金の返済による支出 － △26,400

自己株式の取得による支出 △156 △103

自己株式の処分による収入 16 －

配当金の支払額 △135,228 △92,230

財務活動によるキャッシュ・フロー △122,368 △125,733

現金及び現金同等物に係る換算差額 354 11

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 2,529 △207,672

現金及び現金同等物の期首残高 313,649 457,562

現金及び現金同等物の四半期末残高 316,179 249,889
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該当事項はありません。  

  

  

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）   

〔事業の種類別セグメント情報〕  

 （注）１．事業区分の方法 

      事業は、商品の種類で区分しております。 

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の記載は

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。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

  
和装事業 
（千円） 

寝装事業 
（千円） 

洋装事業 
(千円） 

宝飾・バ
ッグ事業
（千円）

意匠撚糸
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 
 986,437  951,040 1,562,667 120,493 534,362  － 4,155,001  － 4,155,001

(2）セグメント間の

内部売上高又は

振替高 

 －  －  －  －  － －  －  －  －

計  986,437  951,040 1,562,667 120,493 534,362 － 4,155,001  － 4,155,001

営業利益（又は営業損

失）  
 7,256  18,789 45,123 △5,609 △2,082 △1,024  62,452 (121,755) △59,302

事業区分 主要な商品 

 和装事業  留袖、訪問着、振袖、袋帯等の和装品 

 寝装事業  羽毛・羊毛ふとん、毛布、タオルケット、カバー等の寝装品 

 洋装事業  ブラウス、ニット、スカート、パンツ、ワンピース、スーツ等の婦人洋品 

 宝飾・バッグ事業  宝石、貴金属等の指輪、ネックレス等の宝飾品、毛皮、レザー、ハンドバッグ 

 意匠撚糸事業  リングヤーン、シャギーヤーン、ポーラヤーン、テープヤーン、特殊紡績糸 

 その他事業  人材派遣 
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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）  

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、取り扱い商品別に事業本部を置き、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取り扱い商品別のセグメントから構成されており、「和装事業」

「寝装事業」「洋装事業」「宝飾・バッグ事業」「意匠撚糸事業」の５つを報告セグメントとしております。 

 「和装事業」は、留袖、訪問着、振袖、袋帯等の和装品を卸売販売しております。「寝装事業」は、羽毛、羊

毛ふとん、毛布、タオルケット等の寝装品を卸売販売しております。「洋装事業」は、ブラウス、ニット、スカ

ート、パンツ、ワンピース、スーツ等の婦人洋品を卸売販売しております。「宝飾・バッグ事業」は、宝石、貴

金属等の指輪、ネックレス等の宝飾品、毛皮、バッグ等の卸売販売をしております。「意匠撚糸事業」は、リン

グヤーン、シャギーヤーン、ポーラヤーン、殊紡績糸等の製造卸売販売しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報 

（注）１．「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材派遣事業を含んでおりま

す。  

２．セグメント利益の調整額△125,090千円には、セグメント間取引消去295千円、のれん償却額△15,158千

円、各報告セグメントに配分していない全社費用110,226千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部門経費であります。  

３．セグメント利益は、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。 

  

（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。 

  

該当事項はありません。  

  

  

  

  

報告セグメント 

その他

(注１）

（千円）

合計 
（千円） 

調整額 
（千円） 

四半期連

結損益計

算書計上

額 
（千円）

和装事業

（千円）

寝装事業 
（千円） 

洋装事業

(千円） 

宝飾・バ

ッグ事業

（千円）

意匠撚糸

事業 
（千円）

計

（千円）

 売上高                     

(1）外部顧客に対

する売上高 
927,991  814,849 2,024,843 81,351 632,320 4,481,357  －  4,481,357  － 4,481,357

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  －  －  － 1,495  1,495  △1,495  －

計 927,991  814,849 2,024,843 81,351 632,320 4,481,357 1,495  4,482,852  △1,495 4,481,357

セグメント利益

（又はセグメント

損失）  

7,569  △1,996 △5,797 △9,104 22,895 13,567 728  14,296  △125,090 △110,793

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

11

堀田丸正㈱（8105）　平成23年3月期第2四半期決算短信




