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1.  平成23年3月期第3四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22年12月31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3四半期 8,477 2.3 130 ― 107 ― △148 ―
22年3月期第3四半期 8,283 △13.6 △279 ― △299 ― △272 ―

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3四半期 △13.57 ―
22年3月期第3四半期 △24.81 ―

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3四半期 12,474 4,194 33.6 390.89
22年3月期 12,009 4,375 36.4 398.42

（参考） 自己資本   23年3月期第3四半期  4,194百万円 22年3月期  4,375百万円

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 11,000 △0.5 80 ― 40 ― △210 ― △19.12
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(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の発表時点において、金融商品取引法に基づく四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続きは終了しておりますが、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となっております。 
 
※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予想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仮定及び業績予想のご利用に当たっての注意事項等について
は、「添付書類」５ページ「（３）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】P.３「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 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3Q 11,000,000株 22年3月期  11,000,000株
② 期末自己株式数 23年3月期3Q  268,461株 22年3月期  18,260株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期3Q 10,960,762株 22年3月期3Q 10,982,745株
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（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におけるわが国の経済情勢は、アジア向けを中心とする輸出の拡大や政府の景気対

策による消費支出の下支え等を背景に、全体として穏やかな回復基調で推移しましたものの、個人消費は雇用や所

得環境の厳しさから全般的に低水準で推移するとともに、円高の進行や長期化するデフレ懸念から景気は依然とし

て不透明な状況で推移いたしました。 

当社グループの属する和装業界におきましても、消費低迷と低価格志向、また業種を超えた企業間競争など市

況は依然として厳しい状況が続いております。 

このような状況の下、当社グループは、当期を初年度とする中期経営計画を策定し、事業部門間の取扱商品の

相乗効果による販売強化、消費者への商品提案を中心とした商品開発と在庫・原価率改善を目的に商品管理体制の

見直しを行うとともに、販売促進企画の提案や催事展開の効率化、固定費の削減など営業効率の改善に努めてまい

りました。 

結果といたしまして、当第３四半期連結累計期間の売上高は8,477百万円と前年同期比194百万円（2.3％）の増

加となりました。利益面におきましては、売上総利益率の向上と販売費及び一般管理費の削減に努力した結果、営

業利益は130百万円（前年同期は279百万円の営業損失）となり、経常利益は107百万円（前年同期は299百万円の経

常損失）となりました。しかしながら、特別損失に貸倒引当金繰入額等292百万円を計上したこと等により、四半

期純損失は148百万円（前年同期は272百万円の四半期純損失）となりました。 

  

セグメントの業績は、次のとおりであります。 

① きもの事業 

きもの事業におきましては、消費需要の低迷と市場縮小の影響から高額商品の販売が振るわず厳しい状況で推

移いたしました。このような状況の下、当事業では「和」の文化を活かしたブランド商品やリーズナブルな商品

の展開を行うとともに、商品管理体制の改善による商品効率向上、また、小売店頭の活性化に向けた販売促進企

画提案や催事応援等得意先支援の強化等積極的な営業活動の展開と催事効率の改善等事業効率の向上に努力して

まいりました。結果といたしまして、売上高は4,859百万円となり、セグメント損益におきましては、115百万円

のセグメント利益となりました。 

② ジュエリー事業 

宝石業界におきましては、消費活動の慎重さから高額商品を始めとした需要の低迷により厳しい状況で推移い

たしました。このような状況の下、当事業では、多様な消費者ニーズへの対応を図るべくスペインの貴金属工芸

装飾品ブランド「カレラ イ カレラ」の展開、また、ダイヤ・色石等素材商品につきましてはファッション性と

価格競争力の強化を中心に小売店頭での提案を重視したブランド商品の拡充を図るとともに、在庫の縮減等事業

効率の向上に努力してまいりました。結果といたしまして、売上高は1,715百万円となり、セグメント損益にお

きましては、12百万円のセグメント損失となりました。 

③ ファッション事業 

毛皮・レザー等の重衣料商品全般は、猛暑の影響から受注状況等厳しい状況で推移いたしました。このような

状況の下、当事業では、当社取扱ブランド商品を中心にファッション性と軽量感をマッチさせた商品の展開、ま

た、オストリッチやクロコダイル素材等の高級ハンドバッグの拡販に努めるとともに、原価率・催事効率の改善

等事業効率の向上に努力してまいりました。結果といたしまして、売上高は1,902百万円となり、セグメント損

益におきましては、281百万円のセグメント利益となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期連結会計期間末における総資産は12,474百万円となり前連結会計年度末に比べ464百万円の増加と

なりました。 

 流動資産は8,495百万円となり、前連結会計年度末に比べ596百万円の増加となりました。主な要因は受取手形及

び売掛金が443百万円、商品及び製品が435百万円の増加に対し、現金及び預金が200百万円減少したことによりま

す。 

 固定資産は3,978百万円となり、前連結会計年度末に比べ132百万円の減少となりました。主な要因は破産更生債

権等が227百万円の増加に対し、貸倒引当金が233百万円増加、投資有価証券が74百万円減少したことによります。

流動負債は7,469百万円となり、前連結会計年度末に比べ2,119百万円の増加となりました。主な要因は短期借

入金が1,983百万円増加したことによります。 

固定負債は809百万円となり、前連結会計年度末に比べ1,475百万円の減少となりました。主な要因は長期借入

金が1,467百万円減少したことによります。 

純資産合計は4,194百万円となり、前連結会計年度末に比べ180百万円の減少となりました。主な要因は利益剰

余金が148百万円減少したことによります。 

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（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、1,068百万円となり前年同

期に比べ259百万円減少いたしました。 

 なお、当第３四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりでありま

す。 

 営業活動により使用した資金は692百万円（前年同期は477百万円の使用）となりました。主な要因は貸倒引当金

の増加額302百万円に対し、売上債権の増加額671百万円、たな卸資産の増加額435百万円によります。 

 投資活動により獲得した資金は３百万円（前年同期は23百万円の獲得）となりました。主な要因は投資有価証券

の売却による収入17百万円に対し、有形固定資産の取得による支出18百万円によります。 

 財務活動により獲得した資金は489百万円（前年同期は28百万円の獲得）となりました。主な要因は短期借入金

の純増額650百万円に対し、長期借入金の返済よる支出134百万円によります。 

  

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期の業績は、概ね計画通りに推移しており、現段階におきましては、平成22年11月10日付「平成23

年３月期第２四半期決算短信」で公表いたしました平成23年３月期の連結業績予想に変更はありません。 

今後、業績予想数値に修正が生じる場合は速やかに公表いたします。 

（注）上記の業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の業績は予想と異な

る可能性があります。 
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（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 

 「資産除去債務に関する会計基準」の適用 

 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、当第３四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ623千円減少し、税金等調整前四半期

純損失は7,120千円増加しております。  

  

（４）継続企業の前提に関する重要事象等の概要 

当社グループは、平成18年以降、きもの市場の急速な縮小に伴い継続的に売上高が減少しており、平成19年３

月期連結会計年度以降４期連続して営業損失及び経常損失を計上しております。当第３四半期連結累計期間（自 

平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）におきましては、後述する中期経営計画の諸施策の実施により売上高

に回復基調が見られるとともに、130,539千円の営業利益、107,542千円の経常利益を計上する状況に至りました。

しかし、通期での営業利益、経常利益の計上には至っておらず、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる

ような状況が存在しております。 

当社グループは、当該状況を解消すべく、外部環境の変化を考慮した中期経営計画を策定し、その達成に向け

て取り組んでおります。この計画の主な施策としましては、①事業規模の縮小に応じた機動的な組織体制に向け

て、事業部門間横断チーム編成によるクロスセルチームを発足、事業部間コミュニケーションの推進と営業効率向

上を図り、事業部門取扱商品の相乗効果による販売強化の推進を図る、②各事業部において売上拡大余地の有無、

与信状況、採算を基点に得意先をグルーピングし営業の集中化を図るとともに、販売部・課を地域別に再編するこ

とにより営業効率の改善等増収効果を図る、③原価率改善を目的に本支店での合同仕入と仕入先集約化を図るとと

もに、在庫圧縮に向けて展開アイテムの絞込みと商品鮮度管理の徹底を図る、④販売費及び一般管理費については

販売費の徹底管理と一般管理費の効率化推進により費用対効果の管理の徹底を図ることをその基本といたしており

ます。また、資産につきましては、在庫リスク及び債権リスクへの対応に鑑み、引き続き在庫回転率重視による在

庫水準の引下げ、売上債権回転期間の向上等経営資源の見直しによる資産効率向上を図ることにより経営の安定化

を図る考えでおります。 

 しかし、上記の対応策につきましては、今後の消費需要や経済環境の動向並びに取引先、金融機関等関係先の方

針に左右されること等の蓋然性が高いことから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められま

す。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。  

  

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３四半期連結会計期間末
(平成22年12月31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 1,068,991 1,269,038

受取手形及び売掛金 4,430,054 3,986,184

有価証券 10,002 －

商品及び製品 3,066,773 2,631,036

その他 91,233 115,109

貸倒引当金 △171,920 △103,220

流動資産合計 8,495,134 7,898,149

固定資産   

有形固定資産   

土地 1,377,602 1,366,797

その他（純額） 1,123,752 1,154,068

有形固定資産合計 2,501,354 2,520,866

無形固定資産 520 520

投資その他の資産   

投資有価証券 709,658 784,446

その他 1,472,428 1,277,493

貸倒引当金 △705,084 △471,542

投資その他の資産合計 1,477,003 1,590,397

固定資産合計 3,978,878 4,111,783

資産合計 12,474,013 12,009,933

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,395,505 2,270,934

短期借入金 4,683,020 2,699,920

未払法人税等 8,738 11,169

賞与引当金 46,300 92,832

売上割戻引当金 10,792 9,114

返品調整引当金 51,396 45,715

その他 274,164 220,261

流動負債合計 7,469,917 5,349,946

固定負債   

長期借入金 32,040 1,499,480

退職給付引当金 87,527 76,618

資産除去債務 2,000 －

その他 687,636 708,517

固定負債合計 809,204 2,284,616

負債合計 8,279,122 7,634,562
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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12月31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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,857,196 1,857,196

資本剰余金 1,577,320 1,577,320

利益剰余金 3,200,189 3,348,905

自己株式 △22,640 △5,377

株主資本合計 6,612,064 6,778,044

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 139,854 154,354

土地再評価差額金 △2,557,028 △2,557,028

評価・換算差額等合計 △2,417,173 △2,402,673

純資産合計 4,194,891 4,375,370

負債純資産合計 12,474,013 12,009,933
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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４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 8,283,317 8,477,536

売上原価 5,601,526 5,492,057

売上総利益 2,681,790 2,985,479

返品調整引当金戻入額 － 45,715

返品調整引当金繰入額 － 51,396

差引売上総利益 2,681,790 2,979,798

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 126,392 119,977

販売促進費 498,565 467,600

広告宣伝費 53,900 46,865

貸倒引当金繰入額 70,324 73,360

役員報酬 68,217 61,209

給料手当及び賞与 919,662 897,765

賞与引当金繰入額 46,810 46,300

退職給付費用 117,412 107,967

福利厚生費 148,561 155,296

旅費 423,392 409,823

減価償却費 55,857 57,726

その他 432,487 405,366

販売費及び一般管理費合計 2,961,583 2,849,258

営業利益又は営業損失（△） △279,792 130,539

営業外収益   

受取利息 761 310

受取配当金 8,054 9,830

不動産賃貸料 46,856 40,821

その他 22,020 11,681

営業外収益合計 77,693 62,644

営業外費用   

支払利息 56,486 52,984

不動産賃貸費用 31,774 29,520

その他 9,563 3,137

営業外費用合計 97,825 85,641

経常利益又は経常損失（△） △299,924 107,542

特別利益   

貸倒引当金戻入額 31,553 30,971

役員退職金返上額 7,044 －

その他 4,015 5,923

特別利益合計 42,613 36,894

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 262,764

投資有価証券評価損 14,846 23,253

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 6,496

その他 34 216

特別損失合計 14,880 292,731

税金等調整前四半期純損失（△） △272,192 △148,294
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（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

法人税、住民税及び事業税 4,114 4,116

法人税等調整額 △3,869 △3,695

法人税等合計 245 421

少数株主損益調整前四半期純損失（△） － △148,715

四半期純損失（△） △272,437 △148,715
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

売上高 2,975,850 3,046,043

売上原価 2,023,390 1,938,091

売上総利益 952,459 1,107,952

返品調整引当金戻入額 － 48,352

返品調整引当金繰入額 － 51,396

差引売上総利益 952,459 1,104,908

販売費及び一般管理費   

運賃及び荷造費 43,087 43,056

販売促進費 161,004 165,788

広告宣伝費 18,862 13,447

貸倒引当金繰入額 34,231 20,390

役員報酬 20,403 20,403

給料手当及び賞与 261,020 257,201

賞与引当金繰入額 46,810 46,300

退職給付費用 39,714 36,034

福利厚生費 46,467 50,846

旅費 144,517 143,977

減価償却費 19,549 19,587

その他 142,548 130,475

販売費及び一般管理費合計 978,216 947,508

営業利益又は営業損失（△） △25,756 157,400

営業外収益   

受取利息 193 16

受取配当金 3,015 3,200

不動産賃貸料 14,281 13,366

その他 4,435 2,814

営業外収益合計 21,926 19,397

営業外費用   

支払利息 19,194 17,429

不動産賃貸費用 10,378 9,945

その他 276 183

営業外費用合計 29,850 27,558

経常利益又は経常損失（△） △33,680 149,239

特別利益   

貸倒引当金戻入額 4,514 7,133

投資有価証券売却益 － 5,323

その他 － 33

特別利益合計 4,514 12,489

特別損失   

貸倒引当金繰入額 － 9,805

投資有価証券評価損 2,131 15,594

その他 34 216

特別損失合計 2,165 25,616
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（単位：千円）

前第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成22年10月１日 
 至 平成22年12月31日) 

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（△）

△31,331 136,111

法人税、住民税及び事業税 1,371 1,372

法人税等調整額 △1,290 △1,232

法人税等合計 81 140

少数株主損益調整前四半期純利益 － 135,971

四半期純利益又は四半期純損失（△） △31,412 135,971
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31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（△） △272,192 △148,294

減価償却費 64,572 66,081

退職給付引当金の増減額（△は減少） 28,795 10,908

賞与引当金の増減額（△は減少） △46,486 △46,532

貸倒引当金の増減額（△は減少） △101,362 302,242

返品調整引当金の増減額（△は減少） － 5,681

その他の引当金の増減額（△は減少） 792 1,678

受取利息及び受取配当金 △8,816 △10,141

支払利息 56,486 52,984

投資有価証券評価損益（△は益） 14,846 23,253

投資有価証券売却損益（△は益） － △5,323

売上債権の増減額（△は増加） △68,428 △671,735

たな卸資産の増減額（△は増加） △182,336 △435,737

仕入債務の増減額（△は減少） 100,589 124,571

未払消費税等の増減額（△は減少） △11,874 1,572

その他 3,088 87,299

小計 △422,326 △641,490

利息及び配当金の受取額 9,292 10,153

利息の支払額 △58,674 △55,704

法人税等の支払額 △5,660 △5,660

営業活動によるキャッシュ・フロー △477,369 △692,702

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 △475 △18,457

投資有価証券の取得による支出 △9,003 △443

投資有価証券の売却による収入 － 17,750

貸付けによる支出 △1,000 －

貸付金の回収による収入 2,992 1,120

保険積立金の解約による収入 35,168 －

その他 △4,126 3,585

投資活動によるキャッシュ・フロー 23,555 3,554

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） 150,000 650,000

長期借入金の返済による支出 △115,440 △134,340

リース債務の返済による支出 △6,292 △9,295

自己株式の取得による支出 △24 △17,263

財務活動によるキャッシュ・フロー 28,243 489,101

現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △425,569 △200,047

現金及び現金同等物の期首残高 1,753,913 1,269,038

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,328,343 1,068,991
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当社グループは、平成18年以降、きもの市場の急速な縮小に伴い継続的に売上高が減少しており、平成19年３

月期連結会計年度以降４期連続して営業損失及び経常損失を計上しております。当第３四半期連結累計期間（自 

平成22年４月１日 至 平成22年12月31日）におきましては、後述する中期経営計画の諸施策の実施により売上高

に回復基調が見られるとともに、130,539千円の営業利益、107,542千円の経常利益を計上する状況に至りました。

しかし、通期での営業利益、経常利益の計上には至っておらず、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせる

ような状況が存在しております。 

当社グループは、当該状況を解消すべく、外部環境の変化を考慮した中期経営計画を策定し、その達成に向け

て取り組んでおります。この計画の主な施策としましては、①事業規模の縮小に応じた機動的な組織体制に向け

て、事業部門間横断チーム編成によるクロスセルチームを発足、事業部間コミュニケーションの推進と営業効率向

上を図り、事業部門取扱商品の相乗効果による販売強化の推進を図る、②各事業部において売上拡大余地の有無、

与信状況、採算を基点に得意先をグルーピングし営業の集中化を図るとともに、販売部・課を地域別に再編するこ

とにより営業効率の改善等増収効果を図る、③原価率改善を目的に本支店での合同仕入と仕入先集約化を図るとと

もに、在庫圧縮に向けて展開アイテムの絞込みと商品鮮度管理の徹底を図る、④販売費及び一般管理費については

販売費の徹底管理と一般管理費の効率化推進により費用対効果の管理の徹底を図ることをその基本といたしており

ます。また、資産につきましては、在庫リスク及び債権リスクへの対応に鑑み、引き続き在庫回転率重視による在

庫水準の引下げ、売上債権回転期間の向上等経営資源の見直しによる資産効率向上を図ることにより経営の安定化

を図る考えでおります。 

 しかし、上記の対応策につきましては、今後の消費需要や経済環境の動向並びに取引先、金融機関等関係先の方

針に左右されること等の蓋然性が高いことから、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められま

す。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実性の影

響を四半期連結財務諸表には反映しておりません。 

（４）継続企業の前提に関する注記
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〔事業の種類別セグメント情報〕  

前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

  

前第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

  （注）1.商品の系列及び市場の類似性を考慮し、事業区分を行っております。 

2.各区分に属する主要な商品 

  

〔所在地別セグメント情報〕  

  前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日）  

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕  

 前第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日）及び前第３四半期連結累計期間（自

平成21年４月１日 至平成21年12月31日）  

 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。 

  

（５）セグメント情報

  
きもの事業 
（千円） 

ジュエリー
事業 
（千円） 

ファッショ
ン事業 
（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  1,710,767  535,244  729,837  2,975,850  －  2,975,850

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  1,710,767  535,244  729,837  2,975,850  －  2,975,850

営業利益又は営業損失(△）  △24,612  14,794  152,812  142,994 (168,751)  △25,756

  
きもの事業 
（千円） 

ジュエリー
事業 
（千円） 

ファッショ
ン事業 
（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  4,948,825  1,563,707  1,770,784  8,283,317  －  8,283,317

(2）セグメント間の内部売上

高又は振替高 
 －  －  －  －  －  －

計  4,948,825  1,563,707  1,770,784  8,283,317  －  8,283,317

営業利益又は営業損失（△）  △49,832  29,735  282,990  262,892 (542,685)  △279,792

事業区分 主要商品 

きもの事業 
白生地・色無地・小紋・附下・羽尺・留袖・振袖・喪服・訪問着・羽織・襦袢・

大島紬・結城紬・袋帯・祝着・男物きもの・ゆかた・和装小物等 

ジュエリー事業 指輪・ネックレス・ペンダント・ブローチ等 

ファッション事業 毛皮・レザー・バッグ・工芸品等 
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〔セグメント情報〕 

１．報告セグメントの概要  

 当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日）及び当第３四半期連結会計期間（自

平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

当社のセグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務諸表が入手可能であり、取締役会及び経営委員

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、きもの事業、ジュエリー事業、ファッション事業の３事業で組織が構成されており、各事業単位で

包括的な戦略を立案し、事業活動を展開しております。 

従って、当社は、「きもの事業」、「ジュエリー事業」及び「ファッション事業」の３事業を報告セグメン

トとしております。 

「きもの事業」は、振袖、留袖、訪問着、袋帯等の和装製品及びそれらに付随する一切の製品の販売を、

「ジュエリー事業」は、宝石、貴金属並びにこれらのものを材料とする指輪、ネックレス等の宝飾品の販売

を、「ファッション事業」は、毛皮・レザー・カシミヤ等を材料とする冬物衣料製品並びに高級バック製品を

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  

当第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

（注）１．セグメント利益の調整額△253,166千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

全社費用は総務・人事・経理・情報部門等の管理部門に係る費用であります。 

２．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っておりま

す。  

  

 当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

（注）１．セグメント利益の調整額△72,059千円は各報告セグメントに配分していない全社費用であります。

全社費用は総務・人事・経理・情報部門等の管理部門に係る費用であります。 

２．セグメント利益又はセグメント損失は、四半期連結損益計算書の営業利益と調整を行っておりま

す。  

  

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注） 

合計 
きもの事業 

ジュエリー
事業 

ファッション
事業 

計 

売上高             

外部顧客への売上高 4,859,395  1,715,780 1,902,360  8,477,536  － 8,477,536

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － －  －  － －

計 4,859,395 1,715,780 1,902,360  8,477,536  － 8,477,536

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
115,249 △12,645 281,102  383,706  △253,166 130,539

  （単位：千円）

  

報告セグメント 
調整額 
（注） 

合計 
きもの事業 

ジュエリー
事業 

ファッション
事業 

計 

売上高             

外部顧客への売上高 1,694,842  565,331 785,870  3,046,043  － 3,046,043

セグメント間の内部売上高

又は振替高 
－ － －  －  － －

計 1,694,842 565,331 785,870  3,046,043  － 3,046,043

セグメント利益又はセグメン

ト損失（△） 
69,070 1,686 158,703  229,459  △72,059 157,400
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３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報  

当第３四半期連結会計期間（自平成22年10月１日 至平成22年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

（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。  

（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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