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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 53,453 △46.5 1,475 △35.4 1,471 △31.8 1,366 ―

22年2月期第3四半期 100,000 ― 2,285 ― 2,158 ― △3,920 ―

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 21.31 ―

22年2月期第3四半期 △82.59 ―

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 46,510 25,906 55.3 318.21
22年2月期 38,952 19,914 50.6 415.56

（参考） 自己資本   23年2月期第3四半期  25,710百万円 22年2月期  19,727百万円

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 0.00
23年2月期 ― ― ―

23年2月期 
（予想）

0.00 0.00

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 68,000 △47.3 △500 ― △500 ― △600 ― △8.83



(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、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
づく四半期連結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予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後様々な要因によ
って予想数値と異なる場合があります。業績予想に関しましては、〔添付資料〕２ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想
に関する定性的情報」をご参照下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P．３「２．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 80,947,834株 22年2月期  47,614,501株

② 期末自己株式数 23年2月期3Q  148,198株 22年2月期  142,176株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期3Q 64,135,809株 22年2月期3Q 47,477,385株
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当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善など持ち直しの動きが見られるも

のの、依然としてデフレ傾向が継続していることや、失業率が高止まりしているなど、未だ楽観を許さ

ない状況にあります。 

このような環境の中、アパレル業界におきましては、一部で回復の兆しがあるものの、消費者の生活

防衛意識などから、本格的に回復したとは言えない状況が続きました。 

当社グループでは、残暑の影響により秋冬物立ち上がりの９月は厳しい商戦を強いられましたが、10

月以降は百貨店向け販売が堅調に推移したことにより、概ね計画を上回る業績となりました。 

また、前期に実施いたしました連結子会社のアクアスキュータムロンドン及び株式会社レリアンの株

式売却に伴い、両社が連結対象から外れたことから、売上高は前年同四半期に比べて大幅に減少いたし

ました。 

この結果、当社グループの当第３四半期連結累計期間の売上高は534億５千３百万円（前年同四半期

比46.5%減）、営業利益は14億７千５百万円（前年同四半期比35.4%減）、経常利益は14億７千１百万円

（前年同四半期比31.8%減）、四半期純利益は13億６千６百万円（前年同四半期は39億２千万円の四半

期純損失）となりました。 

  

(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の総資産は、前連結会計年度末に比べて75億５千８百万円増加し、465

億１千万円となりました。これは、受取手形及び売掛金、商品及び製品の増加などによるものでありま

す。 

負債は、前連結会計年度末に比べて15億６千７百万円増加し、206億４百万円となりました。これ

は、支払手形及び買掛金の増加などによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて59億９千１百万円増加し、259億６百万円となりました。これ

は、資本金及び資本剰余金の増加、四半期純利益の計上に伴う利益剰余金の増加などによるものであり

ます。 

  

(キャッシュ・フローの状況) 

当第３四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による

キャッシュ・フローの減少が18億３千７百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少が７億７百

万円、財務活動によるキャッシュ・フローの増加が34億５千２百万円となりました。 

これらの結果、当第３四半期連結会計期間末の資金残高は前連結会計年度末に比べ８億６千６百万円

増加し、105億６千６百万円となりました。 

  

平成23年２月期の連結業績予想につきましては、平成22年10月14日発表の業績予想から変更はありま

せん。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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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：百万円)

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 10,818 10,203

受取手形及び売掛金 10,984 8,702

有価証券 859 185

商品及び製品 10,279 6,455

仕掛品 420 510

原材料及び貯蔵品 640 807

その他 1,123 1,418

貸倒引当金 △217 △261

流動資産合計 34,908 28,021

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,413 9,424

減価償却累計額 △7,694 △7,601

建物及び構築物（純額） 1,719 1,822

機械装置及び運搬具 1,653 1,685

減価償却累計額 △1,378 △1,390

機械装置及び運搬具（純額） 275 295

土地 1,416 1,416

その他 2,913 3,058

減価償却累計額 △2,398 △2,458

その他（純額） 514 599

有形固定資産合計 3,925 4,133

無形固定資産   

その他 383 386

無形固定資産合計 383 386

投資その他の資産   

投資有価証券 2,861 1,822

差入保証金 2,998 3,122

繰延税金資産 14 14

その他 1,614 1,680

貸倒引当金 △195 △228

投資その他の資産合計 7,293 6,410

固定資産合計 11,602 10,931

資産合計 46,510 38,952
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(単位：百万円)

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) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 9,379 6,952

短期借入金 553 578

1年内返済予定の長期借入金 － 288

未払費用 2,800 3,141

未払法人税等 240 248

返品調整引当金 562 896

賞与引当金 252 89

事業構造改善引当金 667 752

その他 369 391

流動負債合計 14,826 13,338

固定負債   

長期借入金 800 800

繰延税金負債 357 －

退職給付引当金 4,453 4,211

役員退職慰労引当金 8 8

事業構造改善引当金 56 542

その他 102 136

固定負債合計 5,778 5,699

負債合計 20,604 19,037

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,005 15,005

資本剰余金 21,791 19,791

利益剰余金 △13,514 △14,880

自己株式 △124 △123

株主資本合計 25,157 19,792

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 520 △206

繰延ヘッジ損益 △118 △104

為替換算調整勘定 150 246

評価・換算差額等合計 553 △65

少数株主持分 195 187

純資産合計 25,906 19,914

負債純資産合計 46,510 38,952
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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：百万円)

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 100,000 53,453

売上原価 53,790 28,411

売上総利益 46,210 25,042

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 3,920 2,693

貸倒引当金繰入額 114 －

従業員給料 18,622 10,367

賞与引当金繰入額 1,201 201

福利厚生費 4,090 2,093

その他 15,975 8,211

販売費及び一般管理費合計 43,925 23,567

営業利益 2,285 1,475

営業外収益   

受取利息 23 7

受取配当金 31 110

受取地代家賃 294 249

その他 332 132

営業外収益合計 681 500

営業外費用   

支払利息 257 37

株式交付費 － 232

退職給付費用 164 100

持分法による投資損失 0 15

その他 386 117

営業外費用合計 808 504

経常利益 2,158 1,471

特別利益   

固定資産売却益 131 －

賞与引当金戻入額 － 89

共済会解散益 274 －

その他 22 10

特別利益合計 428 100
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(単位：百万円)

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) 

特別損失   

減損損失 523 －

固定資産売却損 78 －

投資有価証券評価損 65 17

関係会社株式売却関連損失 3,876 －

事業構造改善費用 243 －

事業撤退損 － 53

為替換算調整勘定取崩損 168 －

移転費用 － 19

特別損失合計 4,956 90

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（△）

△2,369 1,481

法人税、住民税及び事業税 842 106

法人税等調整額 160 －

法人税等合計 1,002 106

少数株主利益 548 7

四半期純利益又は四半期純損失（△） △3,920 1,366
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△2,369 1,481

減価償却費 1,174 410

減損損失 523 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 61 △76

受取利息及び受取配当金 △54 △118

支払利息 257 37

固定資産売却損益（△は益） △53 －

固定資産除却損 101 32

株式交付費 － 232

持分法による投資損益（△は益） 0 15

投資有価証券評価損益（△は益） 65 17

関係会社株式売却関連損失 2,954 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 875 163

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △727 △571

退職給付引当金の増減額（△は減少） 75 252

為替換算調整勘定取崩損 168 －

売上債権の増減額（△は増加） △802 △2,290

たな卸資産の増減額（△は増加） △674 △3,587

仕入債務の増減額（△は減少） 1,689 2,469

その他の流動資産の増減額（△は増加） 766 223

その他の流動負債の増減額（△は減少） △4,116 △684

その他 △370 191

小計 △454 △1,799

利息及び配当金の受取額 65 127

利息の支払額 △257 △37

法人税等の支払額 △633 △128

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,280 △1,837

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 △468 △507

定期預金の払戻による収入 490 56

有形固定資産の取得による支出 △500 △239

有形固定資産の売却による収入 393 13

投資有価証券の取得による支出 △1 －

投資有価証券の売却による収入 6 －

子会社株式の取得による支出 △10 －

貸付けによる支出 △908 △134

貸付金の回収による収入 1,437 125

その他 △140 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー 297 △707
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(単位：百万円)

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) 

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） 105 △24

長期借入れによる収入 1,490 －

長期借入金の返済による支出 △1,617 △288

株式の発行による収入 － 3,767

自己株式の取得による支出 △1 △1

少数株主への配当金の支払額 △97 －

リース債務の返済による支出 － △0

財務活動によるキャッシュ・フロー △120 3,452

現金及び現金同等物に係る換算差額 3 △40

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,099 866

現金及び現金同等物の期首残高 20,465 9,700

現金及び現金同等物の四半期末残高 19,365 10,566
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該当事項はありません。 

  

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) 

「衣服等繊維製品事業」の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益

の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

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) 

「衣服等繊維製品事業」の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益

の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を超えているため、記載を省略しております。 

  

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) 

全セグメントの売上高の合計額に占める本国の割合が90％を超えているため、記載を省略しておりま

す。 

  

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) 

全セグメントの売上高の合計額に占める本国の割合が90％を超えているため、記載を省略しておりま

す。 

  

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) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

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) 

海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております 

  

当社は、平成22年７月30日付で、山東如意科技集団有限公司から第三者割当増資の払込みを受けまし

た。この結果、当第３四半期連結累計期間において資本金が1,999百万円、資本準備金が1,999百万円増

加し、当第３四半期連結会計期間末において資本金が17,005百万円、資本剰余金が21,791百万円となっ

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

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

(6) 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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