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1.  平成23年2月期第3四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年11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2月期第3四半期 10,094 △3.2 107 △84.6 123 △83.0 1 △99.5
22年2月期第3四半期 10,424 ― 698 ― 725 ― 337 ―

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3四半期 0.27 ―
22年2月期第3四半期 49.56 ―

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3四半期 8,923 4,806 53.9 705.51
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3四半期  4,806百万円 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  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 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】４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3Q 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3Q  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3Q 6,812,136株 22年2月期3Q 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３四半期連結累計期間（平成22年３月１日～平成22年11月30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、アジアを中心とした景気拡大が続く中、６ヶ月連続で増加

傾向を示しております。 

国内経済では、企業収益が改善し、景気刺激策などによる景気の緩やかな回復傾向は見られたも

のの、雇用環境は依然として厳しく、世界経済の下振懸念や円高・デフレによる企業収益への影響

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、９月の残暑による影響で初秋物商品の販売が低

迷しましたが、気温が低下した10月では一部、秋冬物販売が好調に推移することとなりました。 

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。また、ここ数年、力を入れて参り

ました販売員教育におきましては、各商業施設や業界団体が主催するロールプレイングコンテスト

で入賞し、全国大会に出場するスタッフが出てくるまでに至りました。 

当グループの主力部門である「靴下屋関連部門」では、各種フェアや新聞・雑誌広告を通して広

報・販促部門と連携してプロモーション活動に取り組んできた他、店頭主導の運営体制の強化と新

たな出店場所へのアプローチを積極的に行い、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。 

「ショセット関連部門」では、「ショセット」店舗において、社会で活躍する女性をターゲット

にした商品バリエーションの強化を行うなど、商品開発・商品構成の見直しに力を入れて参りまし

た。紳士靴下事業では、新販売ルートの開拓とその実行に向けた取組みに着手すると共に、新商品

の開発等による需要の掘り起こしにも着手し、新たな紳士靴下の展開への可能性にチャレンジ致し

ました。 

また当期より、インターネット販売においては、ウェブサイトの大幅リニューアルを行い、人員

体制も強化して、中長期戦略を視野にいれた販売体制の強化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、11月より、新基幹システムの稼動

を開始し、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」に

取り組んで参りました。 

当第３四半期累計期間（３月～11月）の業績では、気温の低下した９月下旬からは売上高が堅調

に推移し、小幅ながら回復傾向を示しておりましたが、春先の気温の寒暖差が大きかったことによ

る販売不振や猛暑・残暑による影響、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などの影響を秋物商戦でカバーするまでには至らず、売上高は前年を下回

ることとなりました。 

出退店状況におきましては、フランチャイズチェーン店４店舗、直営店15店舗の新規出店と、フ

ランチャイズチェーン店11店舗、直営店６店舗の退店により、当第３四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150店舗（海外子会社の９店舗を含む）、

合計279店舗となりました。 
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以上の結果、当第３四半期連結累計期間の売上高は10,094百万円（前年同期比3.2％減）、営業利

益は107百万円（前年同期比84.6％減）、経常利益は123百万円（前年同期比83.0％減）、四半期純

利益は1百万円（前年同期比99.5％減）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３四半期連結会計期間末における総資産は、受取手形及び売掛金、商品、ソフトウエアが増

加したこと等により、前連結会計年度末と比べて1,229百万円増加し、8,923百万円となりました。 

負債については、支払手形及び買掛金、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1,444百万円増加し、4,117百万円となりました。 

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215百万円減少し、

4,806百万円となりました。 

その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の65.3％から53.9％に減少しました。 

 

(キャッシュ・フローの状況) 

当第３四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

256百万円減少し、1,847百万円となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、減価償却費で193百万円、仕入債務の増加額で685百万円

ありましたが、売上債権の増加額で701百万円、たな卸資産の増加額で351百万円、法人税等の支払

額で270百万円あったこと等により、△295百万円（前年同期より367百万円の減少）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262百万円、無形固定資

産の取得による支出で362百万円あったこと等により、△651百万円（前年同期より191百万円の減

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193百万円、配当金の支払

額で202百万円ありましたが、長期借入れによる収入で1,200百万円あったこと等により、695百万円

（前年同期より885百万円の増加）となりました。 

 

(3) 連結業績予想に関する定性的情報 

平成23年２月期における通期の業績予想については、平成22年10月12日に公表しました業績予想

から変更しておりません。 
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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３四半期連結会計期間末
(平成22年11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２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,847,356 2,103,710

受取手形及び売掛金 1,464,220 765,241

商品 846,902 499,614

貯蔵品 1,855 1,050

その他 276,109 293,869

貸倒引当金 △42,702 △25,852

流動資産合計 4,393,742 3,637,633

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 987,545 949,420

土地 1,181,477 1,181,477

その他（純額） 244,895 159,887

有形固定資産合計 2,413,918 2,290,785

無形固定資産   

ソフトウエア 950,333 －

その他 54,223 628,599

無形固定資産合計 1,004,556 628,599

投資その他の資産   

差入保証金 990,385 984,750

その他 121,834 153,533

貸倒引当金 △1,212 △1,112

投資その他の資産合計 1,111,007 1,137,170

固定資産合計 4,529,482 4,056,556

資産合計 8,923,225 7,694,189

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,207,541 525,739

短期借入金 64,099 142,460

1年内返済予定の長期借入金 350,673 138,838

未払法人税等 8,714 274,835

賞与引当金 26,337 105,510

その他 978,118 687,570

流動負債合計 2,635,485 1,874,954

固定負債   

長期借入金 1,077,704 282,960

退職給付引当金 121,778 120,647

その他 282,243 393,768

固定負債合計 1,481,725 797,375

負債合計 4,117,210 2,672,329
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成22年11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 4,356,913 4,559,447

自己株式 △933 △922

株主資本合計 4,863,192 5,065,738

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,382 △1,334

為替換算調整勘定 △53,795 △42,542

評価・換算差額等合計 △57,178 △43,877

純資産合計 4,806,014 5,021,860

負債純資産合計 8,923,225 7,694,189
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(2) 四半期連結損益計算書 
【第３四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11月30日) 

売上高 10,424,325 10,094,554

売上原価 4,669,095 4,535,210

売上総利益 5,755,230 5,559,343

販売費及び一般管理費 5,056,813 5,452,020

営業利益 698,416 107,323

営業外収益   

受取利息 1,545 1,990

仕入割引 27,002 19,174

固定資産賃貸料 9,741 8,755

その他 9,965 10,267

営業外収益合計 48,254 40,188

営業外費用   

支払利息 12,468 14,068

固定資産賃貸費用 6,718 3,759

為替差損 － 5,555

その他 2,175 1,026

営業外費用合計 21,362 24,409

経常利益 725,309 123,102

特別利益   

本社移転損失引当金戻入額 － 24,763

貸倒引当金戻入額 1,733 －

特別利益合計 1,733 24,763

特別損失   

固定資産除却損 15,396 66,253

リース解約損 10,491 9,144

賃貸借契約解約損 3,338 2,476

減損損失 23,360 10,435

特別損失合計 52,586 88,309

税金等調整前四半期純利益 674,456 59,556

法人税、住民税及び事業税 264,619 10,460

法人税等調整額 72,202 47,265

法人税等合計 336,821 57,726

四半期純利益 337,634 1,829

タビオ㈱　（2668）　平成23年２月期　第３四半期決算短信

－7－



(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年11月30日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年11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 674,456 59,556

減価償却費 156,791 193,860

減損損失 23,360 10,435

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,733 16,949

本社移転損失引当金の増減額（△は減少） － △77,746

賞与引当金の増減額（△は減少） △63,880 △79,173

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） △7,959 1,131

受取利息及び受取配当金 △1,545 △1,990

支払利息 12,468 14,068

固定資産除却損 15,396 66,253

売上債権の増減額（△は増加） △470,643 △701,354

たな卸資産の増減額（△は増加） △177,522 △351,825

仕入債務の増減額（△は減少） 416,197 685,009

その他の資産の増減額（△は増加） △27,082 12,682

その他の負債の増減額（△は減少） 331,252 154,075

未払消費税等の増減額（△は減少） △60,736 △13,631

小計 785,381 △11,699

利息及び配当金の受取額 1,501 2,113

利息の支払額 △13,158 △14,933

法人税等の支払額 △701,920 △270,942

営業活動によるキャッシュ・フロー 71,803 △295,461

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 △261,492 △262,882

有形固定資産の除却による支出 △7,750 △6,438

無形固定資産の取得による支出 △289,892 △362,070

貸付金の回収による収入 10,528 6,976

その他の支出 △32,428 △85,560

その他の収入 120,921 58,416

投資活動によるキャッシュ・フロー △460,113 △651,558

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） 131,511 △71,177

長期借入れによる収入 100,000 1,200,000

長期借入金の返済による支出 △180,278 △193,421

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 △36,986 △36,848

配当金の支払額 △203,684 △202,594

財務活動によるキャッシュ・フロー △189,437 695,947

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,596 △5,281

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △568,151 △256,353

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 1,863,670 1,847,356
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ファイル名:5. 34期3Q短信 連結注記情報.doc 更新日時:2010/10/04 11:01 印刷日時:2011/01/0615:13 

(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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