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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年3月21日～平成23年3月20日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 12,736 0.8 305 ― 248 ― 55 ―

22年3月期 12,634 △14.4 △1,502 ― △1,550 ― △1,957 ―

（注）包括利益 23年3月期 ―百万円 （―％） 22年3月期 ―百万円 （―％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

23年3月期 2.17 ― 0.8 1.9 2.4
22年3月期 △77.24 ― △24.7 △10.5 △11.9

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22年3月期  ―百万円

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 12,952 6,966 53.8 275.07
22年3月期 13,836 6,992 50.5 276.00

（参考） 自己資本   23年3月期  6,966百万円 22年3月期  6,992百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

23年3月期 948 160 △977 2,589
22年3月期 474 489 29 2,458

2.  配当の状況 

次期の配当予想につきましては、現段階で業績予想が困難であることから未定とさせていただきます。今後、予想が可能となった段階で速やかに公表いた
します。 

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―

24年3月期(予想) ― ― ― ― ― ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年3月21日～平成24年3月20日） 
次期の連結業績予想については、平成23年3月11日に発生しました東日本大震災の影響により、現段階で合理的な算定が困難なため未定とし、記載して
おりません。今後、予想が可能となった段階で速やかに発表いたします。 



4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動） ： 無  

(2) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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3月期 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 2,343,555 株 22年3月期 2,335,424 株

③ 期中平均株式数 23年3月期 25,330,608 株 22年3月期 25,337,941 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年3月21日～平成23年3月20日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

23年3月期 11,265 1.8 296 ― 248 ― 84 ―

22年3月期 11,070 △14.1 △1,473 ― △1,509 ― △1,911 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

23年3月期 3.33 ―

22年3月期 △75.46 ―

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 12,933 7,069 54.7 279.14
22年3月期 13,773 7,066 51.3 278.92

（参考） 自己資本 23年3月期  7,069百万円 22年3月期  7,066百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続きを実施中です。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
次期の連結業績予想については、平成23年3月11日に発生しました東日本大震災の影響により、現段階で合理的な算定が困難なため未定とし、記載して
おりません。今後、予想が可能となった段階で速やかに発表いたします。業績予想に関する事項については、添付資料の2 ページ「１．経営成績 (1)経営成
績に関する分析」をご覧ください。 
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(1）経営成績に関する分析 

①当連結会計年度の経営成績  

 当連結会計年度におけるわが国の経済環境は、輸出や設備投資の持ち直し、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回復傾向が見られましたものの、雇用や家計所得環境は総じて厳しく、長

期化の様相を示す円高や株価低迷などの景気下押しリスクに加えて、本年３月11日に発生しました東日本大震災

により、景気は依然として先行きの不透明感が拭えないままとなりました。 

 当社グループが属するアパレル業界におきましては、依然として、消費者の生活防衛意識や節約志向が根強く

残る中、下期以降、季節衣料の好調な動きにより百貨店をはじめとする小売業の衣料品売上高が前年を上回る水

準までに回復を見せ始めるなど個人消費に多少の明るさが見え始めた折の震災発生により、衣料消費環境に急ブ

レーキがかかり、結果的に経営環境は厳しさが増す状況となりました。 

 こうした状況の中、当社グループは、平成25年３月期を 終年度とする中期経営計画「Ｖplan2013」の重点実

行課題として、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、経営効率改善を３つの柱

として取り組み、業績の早期回復並びに安定的成長確保の実現に努めてまいりました。 

 その結果、当連結会計年度の業績は、売上高 百万円（前年同期比0.8％増）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15億2百万

円の損失）、経常利益 百万円（前年同期は15億50百万円の損失）となり、当期純利益は 百万円（前年同期

は19億57百万円の純損失）となりました。 

②次期の見通し  

 次期の見通しにつきましては、一部の業種で景気回復の兆しが継続して見られますものの、デフレの継続や雇

用や所得に対する先行き不透明感に加えて、震災の直接被害や福島原子力発電所問題に起因する夏場の電力不足

懸念問題等、予断を許さない厳しい経営環境が続くものと思われます。 

 アパレル業界におきましても、消費者の不急品への消費マインドは弱含みとなり、衣料品関連消費の足踏みが

当面続くものと思われます。 

 このような情勢を踏まえ、当社グループといたしましては、当連結会計年度末に取りまとめた新中期経営計画

の見直しに着手いたしました。特に、東日本大震災が業績に与える影響に未だ不透明要素が多く存在する中、販

売戦略、商品企画、経営効率アップの観点から、実行可能な取り組みを着実に実行してまいります。 

 販売戦略につきましては、既存お得意先との取り組み強化策による売上拡大と収益性の確保とともに、魅力あ

る商品品揃えと売場演出技術のレベルアップによる顧客満足度の向上を図り、また、新設した「ディストリビュ

ーター部」による商品デリバリーの一元管理により、店頭起点の商品供給体制を強化し、販売チャンスロスの削

減にも取り組んでまいります。 

 ブランド戦略につきましては、引き続き、①基幹ブランドの安定化とフォーマルブランドの強化、②次世代主

力ブランドの育成発展、③専門店や当社直営店対応の戦略ブランドの強化を図ることにより、幅広い顧客層のラ

イフステージに対応できる提案力を強化してまいります。 

 新ブランドの開発では、主として専門店販路の拡大を目途に、上質かつ遊び心を感じさせる大人の女性のスポ

ーティカジュアルブランド「ル ラピス」及びカシミヤ等の上質かつ機能性の高いニット製品をリーズナブルな価

格で提案する「マガショーニ ニューヨーク」の２ブランドを発売いたします。 

 また、経営効率改善につきましては、まずもって震災による当社販路への影響を鑑みた商品量のコントロール

に取り組むとともに、物流コスト削減と商品効率アップを目指した商品センター機能の集約や新しいデリバリー

システムの運用開始などを進めてまいります。 

 平成24年３月期の業績見通しにつきましては、現時点では東日本大震災の影響を見極めている段階であり、開

示が可能になった段階をもって、速やかに開示いたします。 

  

１．経営成績

127億36

3億5

2億48 55



(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

 当連結会計年度末における資産合計は 百万円（前年同期比8億83百万円減少）、負債合計は 百万

円（前年同期比8億57百万円減少）となり、純資産合計は 百万円（前年同期比25百万円減少）となりまし

た。 

②キャッシュ・フローの状況 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益 百万円の計上

と、たな卸資産の減少 百万円や売上債権の減少 百万円などの収入により、 百万円の収入となりま

した。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、差入保証金の減少による収入 百万円など

により、 百万円の収入となりました。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の減少 百万円、社債の償還

百万円、長期借入金の返済 百万円などの支出により、 百万円の支出となりました。 

 この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は、前連結会計年度末に比べ 百万円増加して、

百万円となりました。 

③ キャッシュ・フロー関連指標の推移 

（注）１．平成20年３月期が連結財務諸表の作成初年度であるため、平成19年３月期のキャッシュ・フロー関連指

標の推移については記載しておりません。 

２．各指標の算出方法は、以下のとおりです。  

(1) 自己資本比率：自己資本／総資産 

(2) 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

(3) キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

(4) インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

３．各指標は、平成20年３月期より、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

４．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 

５．キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しております。 

６．有利子負債は連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。 

７．利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

８．キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フ

ローがマイナスである期については、記載しておりません。 

（参考）平成19年３月期の個別キャッシュ・フロー関連指標の推移 

   

129億52 59億85

69億66

1億45

3億23 1億83 9億48

1億64

1億60

7億30

1億40 1億1 9億77

1億30

25億89

  平成19年３月期 平成20年３月期 平成21年３月期 平成22年３月期 平成23年３月期

自己資本比率（％） － 59.4 56.4 50.5 53.8 

時価ベースの自己資本

比率（％） 
－ 18.3 12.9 11.0 13.9 

キャッシュ・フロー対

有利子負債比率（年）
－ － － 10.1 4.0 

インタレスト・カバレ

ッジ・レシオ（倍） 
－ － － 5.2 11.6 

  平成19年３月期

自己資本比率（％） 63.7 

時価ベースの自己資本比率（％） 32.7 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年） 31.9 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 2.0 



(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社グループは、株主の皆様への利益還元を重要な経営政策のひとつと位置付けており、当期の経営成績並びに将

来の経営環境変化への対応や計画的な事業展開を総合的に勘案した上で、継続的に安定配当を実施することが株主の

皆様の長期的な利益に合致するものと考えております。内部留保につきましては、多様化する市場のニーズを捉えた

新ブランド・新製品の開発や既存ブランド売場活性化の為の改装投資、情報システム投資など、安定的な経営基盤を

確保し収益向上に寄与する為の必要原資として考えております。 

 しかしながら当期の配当につきましては、当連結会計年度において利益を計上したものの、前連結会計年度迄に計

上した大幅な繰越損失を解消するには及ばず、十分な配当原資を確保するに至らない状況であるため、内部留保の充

実を優先し、誠に遺憾ながら無配とさせていただくことといたしました。 

 なお、次期の配当につきましては、東日本大震災発生に伴う消費動向や経済への影響、及びそれらが当社グループ

の業績に与える影響に関して、現段階で合理的な算定が困難であることから、未定とさせていただきます。予想が可

能となった段階で速やかに発表いたします。 

  

(4）事業等のリスク 

 当社グループの事業などのリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項には以下の

ようなものがありますが、これらのリスクの回避に継続的に努めてまいります。 

 なお、以下に記載している将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したものでありま

す。 

①消費動向の変化に伴うリスク 

 当社グループが取り扱う衣料品は、変化しやすい流行などのトレンドや、対象顧客のニーズの多様化などの影響

を受けやすい市場にあります。このため、国内外の流行情報などを的確に把握し、魅力的な製品をお買い求めやす

い価格にて提供することに努めておりますが、ファッショントレンドの急激な変化や消費者の嗜好の変化、競合す

る同業他社の動向に加え、景気変動の影響による個人消費の低迷などによって、当社グループの業績に影響を及ぼ

す可能性があります。 

②気象状況や災害などによるリスク 

 当社グループが取扱う衣料品は、天候の影響を受けやすく、冷夏や暖冬、長雨などの天候不順により、消費者の

大きな需要変化が生じる場合があります。当社グループは、そのような気象状況による売上の影響を極力受けるこ

とのないよう、生産の短サイクル化や生産コントロールに今後も努めてまいりますが、予測を超えた気象状況の変

化により見込んでいた売上が伸び悩み、あるいは地震などの天災によって営業の中断が生じた場合、当社グループ

の業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③取引先与信に関するリスク 

 当社グループでは取引先の信用度把握に万全を期すため、調査機関や業界情報の活用により日常的な情報収集や

与信管理を徹底し、債権の回収不能という事態を未然に防ぐ体制を取っております。しかしながら、上記の取り組

みの範囲を超えた事象が突発的に発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

④製品の品質に関するリスク 

 当社グループは、製品の品質維持・管理のため「品質管理基準」を制定し、グループを挙げて取り組んでおりま

すが、万一、製造物責任に関わる製品事故が発生した場合、賠償費用の発生、販売の減少に加え、ブランドの信用

失墜により、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

⑤法的規制に関するリスク 

 当社グループは、製品の販売、仕入れ、情報管理等において、景品表示法、下請法、独占禁止法、個人情報保護

法などの法的規制の適用を受けております。当社グループでは、各業務担当部門が管理統括部と連携しながら、す

べての法的規制を遵守するように取り組んでおります。しかしながら、規制強化による遵守コスト増加の可能性

や、上記の取り組みの範囲を超えた事象が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。

⑥個人情報に関するリスク 

 当社グループは、顧客管理などのため多数の個人情報を保有しております。個人情報については、全社的プロジ

ェクトを発足させ、情報管理体制の構築に取り組んでおりますが、万一、個人情報が外部に漏洩するような事態が

発生した場合、社会的信用失墜による売上の減少や顧客に対する損害賠償による損失が発生し、当社グループの業

績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦海外におけるリスク 

 当社グループでは、企画した製品の大部分を国内の協力工場に委託し生産しておりますが、一部の製品につきま

しては中国ほかの海外に生産を委託しております。それに伴い、為替レートの変動、テロ、天災、伝染病といった

リスクが発生する恐れがあり、その結果、原価高や製品輸入が困難になるといったリスクが発生した場合、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また当社グループでは、海外の有力企業が所有する知的財産権の使用許諾によりブランド事業を展開しておりま



す。万一、契約期間満了に伴う契約の終了や、不測の事由による契約の解除、契約内容の変更など、ライセンス契

約を継続できない事態が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑧システムに関するリスク 

 当社グループは、コンピュータシステムと通信ネットワークを利用して業務処理を行っており、自然災害や事

故、コンピュータウイルスに起因するシステムの停止、ハッカーなどの外部からの不正な侵入などの犯罪により、

システムダウンや重要データの消失または漏洩が生じる可能性があります。当社グループにおいては外部からの不

正アクセスやウイルス感染の防御、内部管理体制の強化などの対策を行っておりますが、このような事態が発生し

た場合、事故対応のコストの増加、損害賠償や信用力の低下等のリスクが想定され、当社グループの業績に影響を

与える可能性があります。 

⑨固定資産の減損に関するリスク 

 当社グループにおいて、上記①～⑧のリスクの顕在化等により、当社グループ事業におけるブランドや売場単位

の収支悪化が発生した場合には、保有する固定資産について減損損失が発生し、当社グループの業績に影響を与え

る可能性があります。 

  



 当社グループは、当社（株式会社ラピーヌ）と連結子会社１社（株式会社ベルラピカ）により構成されており、婦人

服の企画、製造、販売を主たる業務としております。 

 当社グループの当社及び子会社の位置付けは次のとおりであります。 

①連結財務諸表提出会社（当社） 

 当社は、高級婦人服を企画し、主に国内の協力工場へ委託して製造を行っています。販売につきましては、東京、

大阪、福岡の各営業拠点から、全国の専門店、百貨店を中心に販売活動を行っております。 

②連結子会社 

 株式会社ベルラピカは、婦人服及び婦人雑貨の小売事業運営を行っております。当社製品を中心に仕入れ、販売す

るほか、他社商品の仕入れ、販売を行っており、平成23年４月末日現在で35店舗の運営を行っております。 

［事業系統図］ 

以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

 
  

(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「真実と信頼」を創業以来の経営理念とし、消費者第一主義に徹した経営のもと、高級婦人既製

服のアパレル事業並びに婦人衣料の小売事業において、ファッションを通じて社会の生活文化向上に貢献することを

目指しております。また、その基本方針に基づき、ラピーヌ製品をご愛用いただくお客様一人ひとりの満足度向上な

らびにラピーヌファンの増大を目標とした事業展開を推し進め、消費者、取引先、株主の皆様にご満足頂けますよう

企業価値を更に高める努力を続けてまいります。  

  

(2）中長期的な会社の経営戦略 

①経営の基本を高品質の追求に置き、メーカーとしての商品の品質維持向上はもとより、お取引先や顧客に対するサ

ービスの向上とともに、経営品質の向上に努め、「商品価値と企業価値の極大化」を目指し、絶えず自己革新を続

けてまいります。 

②ファッションという美を通じて、お客様の夢を実現し、装いの喜びを実感できる豊かなファッションライフ（心の

満足）を創造してまいります。 

③時代のニーズと環境の変化を正しく見極め、迅速な経営を目指すとともに「感性と科学」による新しいファッショ

ンビジネスを展開してまいります。 

以上により、安定的な収益構造を確立して、永続的な成長発展を実現することを中長期的な経営の重要課題と認

識しております。  

  

(3）会社の対処すべき課題 

 当社グループでは、経営の透明性・迅速かつ適切な経営判断による業務執行に加えて、法令を遵守し社会常識に照

らして公正な企業活動を行うことにより健全なコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めております。また今後に

おきましても、会社法や金融商品取引法などの関連法令の遵守に努め、管理体制の整備を行ってまいります。 

   

(4）その他、会社の経営上重要な事項 

 該当事項はありません。  

  

２．企業集団の状況

３．経営方針



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月20日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,458,541 2,589,540

受取手形及び売掛金 1,763,523 1,579,826

商品及び製品 2,483,212 2,123,599

仕掛品 295,040 327,392

原材料及び貯蔵品 41,199 44,633

繰延税金資産 224,710 154,563

その他 142,355 151,356

貸倒引当金 △3,510 △3,774

流動資産合計 7,405,073 6,967,138

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※  5,676,728 ※  5,622,248

減価償却累計額 △4,237,118 △4,248,213

建物及び構築物（純額） 1,439,609 1,374,035

機械装置及び運搬具 453,275 457,686

減価償却累計額 △430,516 △437,947

機械装置及び運搬具（純額） 22,759 19,738

土地 ※  3,341,243 ※  3,341,243

その他 507,835 491,627

減価償却累計額 △426,178 △399,363

その他（純額） 81,657 92,264

有形固定資産合計 4,885,269 4,827,281

無形固定資産   

のれん 30,353 15,176

その他 20,993 20,340

無形固定資産合計 51,346 35,516

投資その他の資産   

投資有価証券 ※  507,952 ※  406,191

差入保証金 851,854 663,079

その他 230,067 154,934

貸倒引当金 △95,512 △101,960

投資その他の資産合計 1,494,361 1,122,244

固定資産合計 6,430,977 5,985,042

資産合計 13,836,050 12,952,181



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月20日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,172,450 1,234,968

短期借入金 ※  3,170,000 ※  2,440,000

1年内返済予定の長期借入金 ※  101,200 ※  78,700

1年内償還予定の社債 140,000 120,000

未払金 213,321 255,413

未払費用 211,962 194,546

未払法人税等 31,528 40,491

返品調整引当金 159,900 118,800

ポイント引当金 35,353 30,900

その他 135,332 138,074

流動負債合計 5,371,049 4,651,893

固定負債   

社債 920,000 800,000

長期借入金 ※  437,600 ※  358,900

役員退職慰労引当金 83,530 93,608

長期預り保証金 5,808 5,913

退職給付引当金 9,018 55,530

その他 16,421 19,685

固定負債合計 1,472,377 1,333,637

負債合計 6,843,427 5,985,530

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 △1,010,118 △955,099

自己株式 △353,789 △354,266

株主資本合計 7,011,633 7,066,175

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △19,010 △99,525

評価・換算差額等合計 △19,010 △99,525

純資産合計 6,992,623 6,966,650

負債純資産合計 13,836,050 12,952,181



（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

売上高 12,634,654 12,736,163

売上原価 ※1, ※2  8,131,221 ※1, ※2  7,188,181

売上総利益 4,503,432 5,547,981

販売費及び一般管理費   

販売促進費 418,169 363,731

貸倒引当金繰入額 1,445 8,495

給料及び手当 3,416,902 3,040,731

退職給付費用 96,412 87,759

役員退職慰労引当金繰入額 23,785 10,078

地代家賃 658,282 539,871

減価償却費 106,653 85,736

のれん償却額 97,176 15,176

その他 1,187,212 1,090,528

販売費及び一般管理費合計 6,006,039 5,242,108

営業利益又は営業損失（△） △1,502,607 305,872

営業外収益   

受取利息 3,592 2,556

受取配当金 11,616 12,603

生命保険配当金 12,499 611

保険解約返戻金 7,185 －

受取地代家賃 － 4,958

その他 28,782 20,517

営業外収益合計 63,676 41,247

営業外費用   

支払利息 85,786 87,593

社債発行費 14,599 －

その他 10,741 10,969

営業外費用合計 111,126 98,562

経常利益又は経常損失（△） △1,550,057 248,558

特別利益   

固定資産売却益 ※3  1,053 －

投資有価証券売却益 69,905 2,883

貸倒引当金戻入額 3,005 －

その他 110 －

特別利益合計 74,075 2,883



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

特別損失   

固定資産除売却損 ※4  24,803 ※4  11,070

投資有価証券評価損 90,108 26,564

減損損失 ※5  20,045 ※5  2,744

店舗閉鎖損失 791 －

事業所閉鎖損失 － 64,925

退職加算金 88,855 －

その他 4,364 400

特別損失合計 228,970 105,705

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△1,704,952 145,736

法人税、住民税及び事業税 21,391 20,570

法人税等調整額 230,784 70,147

法人税等合計 252,175 90,717

当期純利益又は当期純損失（△） △1,957,127 55,019



（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 4,354,021 4,354,021

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,354,021 4,354,021

資本剰余金   

前期末残高 4,021,571 4,021,519

当期変動額   

自己株式の処分 △51 －

当期変動額合計 △51 －

当期末残高 4,021,519 4,021,519

利益剰余金   

前期末残高 997,696 △1,010,118

当期変動額   

剰余金の配当 △50,687 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,957,127 55,019

当期変動額合計 △2,007,815 55,019

当期末残高 △1,010,118 △955,099

自己株式   

前期末残高 △353,146 △353,789

当期変動額   

自己株式の取得 △745 △477

自己株式の処分 103 －

当期変動額合計 △642 △477

当期末残高 △353,789 △354,266

株主資本合計   

前期末残高 9,020,142 7,011,633

当期変動額   

剰余金の配当 △50,687 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,957,127 55,019

自己株式の取得 △745 △477

自己株式の処分 51 －

当期変動額合計 △2,008,509 54,542

当期末残高 7,011,633 7,066,175



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 △161,176 △19,010

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 142,166 △80,515

当期変動額合計 142,166 △80,515

当期末残高 △19,010 △99,525

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △161,176 △19,010

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 142,166 △80,515

当期変動額合計 142,166 △80,515

当期末残高 △19,010 △99,525

純資産合計   

前期末残高 8,858,966 6,992,623

当期変動額   

剰余金の配当 △50,687 －

当期純利益又は当期純損失（△） △1,957,127 55,019

自己株式の取得 △745 △477

自己株式の処分 51 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 142,166 △80,515

当期変動額合計 △1,866,342 △25,973

当期末残高 6,992,623 6,966,650



（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純
損失（△）

△1,704,952 145,736

減価償却費 171,379 145,647

のれん償却額 97,176 15,176

固定資産除売却損益（△は益） 23,749 11,070

減損損失 20,045 2,744

店舗閉鎖損失 791 －

事業所閉鎖損失 － 64,925

投資有価証券評価損益（△は益） 90,108 26,564

貸倒引当金の増減額（△は減少） △15,430 6,313

返品調整引当金の増減額（△は減少） △110,700 △41,100

退職給付引当金の増減額（△は減少） 9,018 46,511

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △108,768 10,078

ポイント引当金の増減額（△は減少） 4,392 △4,453

受取利息及び受取配当金 △15,209 △15,160

支払利息 85,786 87,593

社債発行費 14,599 －

投資有価証券売却損益（△は益） △67,116 △2,883

会員権売却損益（△は益） 1,425 －

売上債権の増減額（△は増加） 886,567 183,696

たな卸資産の増減額（△は増加） 984,653 323,826

仕入債務の増減額（△は減少） 170,475 62,517

未払消費税等の増減額（△は減少） △20,977 7,650

その他 44,379 △40,194

小計 561,396 1,036,261

利息及び配当金の受取額 15,209 14,753

利息の支払額 △91,765 △81,522

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 474,045 948,248

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 △33,670 △69,962

有形固定資産の売却による収入 2,329 －

無形固定資産の取得による支出 △840 △1,200

投資有価証券の取得による支出 △11,072 △8,708

投資有価証券の売却による収入 346,965 9,491

会員権の売却による収入 6,174 85,000

差入保証金の純増減額（△は増加） 191,628 164,319

その他 △12,305 △18,370

投資活動によるキャッシュ・フロー 489,209 160,570



（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年３月21日 
 至 平成22年３月20日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年３月21日 
 至 平成23年３月20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） － △730,000

長期借入金の返済による支出 △176,200 △101,200

社債の発行による収入 585,400 －

社債の償還による支出 △325,000 △140,000

自己株式の取得による支出 △745 △477

自己株式の売却による収入 51 －

配当金の支払額 △52,127 △1,560

その他 △1,909 △4,582

財務活動によるキャッシュ・フロー 29,469 △977,819

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 992,724 130,998

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期末残高 ※  2,458,541 ※  2,589,540



 該当事項はありません。  

   

継続企業の前提に関する注記

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

前連結会計年度 
（自 平成21年３月21日  
   至 平成22年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月21日  
   至 平成23年３月20日） 

１ 連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数    １社 

連結子会社の名称  株式会社ベルラピカ 

１ 連結の範囲に関する事項 

同左 

２ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しており

ます。 

２ 連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

３ 会計処理基準に関する事項 ３ 会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 連結決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定） 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

①有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

時価のないもの 

 移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同左 

②棚卸資産 

 製品及び仕掛品 

 総平均法に基づく原価法（収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）を採用しております。

②棚卸資産 

 製品及び仕掛品 

 総平均法に基づく原価法（収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法）を採用しております。

 原材料（表生地） 

 移動平均法に基づく原価法（収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）を採用しておりま

す。 

 原材料（表生地） 

 移動平均法に基づく原価法（収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）を採用しておりま

す。 

 原材料（副素材） 

 先入先出法に基づく原価法（収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）を採用しておりま

す。 

 原材料（副素材） 

 先入先出法に基づく原価法（収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法）を採用しておりま

す。 

（会計方針の変更） 

  通常の販売目的で保有する棚卸資産について

は、従来、主として総平均法による原価法によっ

ておりましたが、当連結会計年度より「棚卸資産

の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号

平成18年７月５日公表分）が適用されたことに伴

い、主として総平均法による原価法（貸借対照表

価額については収益性の低下に基づく簿価切下げ

の方法）により算定しております。   

  これによる損益に与える影響はありません。 

  

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

 定率法（但し、平成10年４月１日以降に取得し

た建物（建物附属設備を除く）については定額

法）を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおりでありま

す。 

建物及び構築物  ３～50年 

器具及び備品   ５～８年 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

同左  



前連結会計年度 
（自 平成21年３月21日  
   至 平成22年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月21日  
   至 平成23年３月20日） 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。 

 なお、のれんについては５年間均等償却によっ

ております。 

 また、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年以内）に基づいて

おります。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

③リース資産  

   所有権移転外ファイナンス・リース取引に係る

リース資産は、リース期間を耐用年数とし、残存

価額を零とする定額法を採用しております。 

  なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引

のうち、リース取引開始日が平成21年３月20日以

前のリース取引については、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によっております。 

③リース資産  

同左  

④繰延資産 

  社債発行費は、全額を支出時の費用として処理

しております。  

④繰延資産 

────── 

(3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

 当連結会計年度末に保有する債権の貸倒れによ

る損失に充てるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を

計上しております。 

(3）重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

同左 

②返品調整引当金 

 売上製品の返品による損失に充てるため、過去

の返品率等を勘案した将来の返品による損失予想

額を計上しております。 

②返品調整引当金 

同左 

③退職給付引当金 

 従業員の退職給付に充てるため、当連結会計年

度末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当連結会計年度末において発生してい

ると認められる額を計上しております。 

 過去勤務債務については、その発生時の従業員

の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）によ

る定額法により費用処理することとしておりま

す。 

 数理計算上の差異については、その発生時の従

業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５年）

による定額法により翌連結会計年度から費用処理

することとしております。 

③退職給付引当金 

同左 

④役員退職慰労引当金 

 役員の退職慰労金の支給に充てるため、役員退

職慰労金規程に基づく当連結会計年度末要支給額

を計上しております。 

④役員退職慰労引当金 

同左 

⑤ポイント引当金 

 販売促進を目的とするポイント制度に基づき顧

客ヘ付与したポイントの利用に備えるため、当連

結会計年度末において将来利用されると見込まれ

る額を計上しております。 

⑤ポイント引当金 

同左 



前連結会計年度 
（自 平成21年３月21日  
   至 平成22年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月21日  
   至 平成23年３月20日） 

(4）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

 金利スワップ取引については、特例処理の要件

を満たしているため、特例処理を採用しておりま

す。 

(4）重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

同左 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…金利スワップ取引 

ヘッジ対象…借入金の支払利息 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

③ヘッジ方針 

 社内規程である「デリバティブ取引管理規程」

に基づき、金利変動リスクをヘッジしておりま

す。 

③ヘッジ方針 

同左 

④ヘッジ有効性評価の方法 

 金利スワップ取引については、特例処理を採用

しているため、有効性評価を省略しております。

④ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

(5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 

 税抜方式を採用しております。 

(5）その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

同左 

４ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

 連結子会社の資産及び負債の評価の方法は、全面時

価評価法を採用しております。 

４ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

 手許現金、要求払預金及び取得日から３ヶ月以内に

満期日の到来する流動性の高い、容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について僅少なリスクしか負わ

ない短期的な投資からなっております。 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 



  

連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月21日 
至 平成23年３月20日） 

（リース取引に関する会計基準）   

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従

来、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」(企業

会計基準第13号(平成５年６月17日(企業会計審議会第一部

会)、平成19年３月30日改正))及び「リース取引に関する

会計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第16号(平成

６年１月18日(日本公認会計士協会 会計制度委員会)、平

成19年３月30日改正))を当連結会計年度より適用し、通常

の売買取引に係る方法に準じた会計処理に変更しておりま

す。これによる損益に与える影響はありません。 

 なお、リース取引開始日がリース会計基準適用初年度前

の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採

用しております。 

──────  

  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成22年３月20日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月20日） 

※ 担保資産 

 短期借入金2,020,000千円、長期借入金538,800千円

（うち１年以内返済予定額101,200千円）に対し担保

に供している資産は、次のとおりであります。 

※ 担保資産 

 短期借入金 千円、長期借入金 千円

（うち１年以内返済予定額 千円）に対し担保に

供している資産は、次のとおりであります。 

1,960,000 437,600

78,700

建物及び構築物 千円923,090

土地 千円3,309,332

投資有価証券 千円299,252

計 千円4,531,674

建物及び構築物 千円870,707

土地 千円3,309,332

投資有価証券 千円307,504

計 千円4,487,543

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月21日 
至 平成23年３月20日） 

※１ 製品の期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下

後の金額であり、たな卸資産評価損404,987千円が売

上原価に含まれております。 

※１ 製品の期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下

後の金額であり、たな卸資産評価損 千円が売

上原価に含まれております。 

132,307

※２ 返品調整引当金の戻入額110,700千円が売上原価に

含まれております。 

※２ 返品調整引当金の戻入額 千円が売上原価に含

まれております。 

41,100

※３ 固定資産売却益 

 車両運搬具1,053千円であります。 

※３        ────── 

※４ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。  

建物 千円5,525

器具及び備品 千円1,921

その他 千円880

原状回復費用等 千円16,476

計 千円24,803

※４ 固定資産除売却損の内訳は次のとおりでありま

す。  

建物 千円2,799

器具及び備品 千円1,332

その他 千円54

原状回復費用等 千円6,883

計 千円11,070



前連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月21日 
至 平成23年３月20日） 

※５ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

 当社グループは百貨店・直営店等の売場単位を軸と

した管理会計を行っており、基本的に売場別にグルー

ピングを決定しております。なお、賃貸用資産や遊休

資産については個別の物件毎に、のれんについては主

としてブランドグループ毎にグルーピングしておりま

す。 

 営業活動から生じる損益が継続してマイナスである

事業用資産を回収可能価額まで減額し、減損損失とし

て特別損失に計上しております。 

 なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定

し、処分価額を零と見積もって評価しております。 

場所 用途 種類 
減損損失
（千円） 

東京都他 
店舗・売
場用資産 

建物  7,464

器具及び
備品  12,581

合計  20,045

※５ 減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。 

同左 

場所 用途 種類 
減損損失
（千円） 

東京都他
店舗・売
場用資産 

建物  388

器具及び
備品  2,355

合計  2,744



前連結会計年度（自 平成21年３月21日 至 平成22年３月20日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 自己株式の株式数の増加9,216株は、単元未満株式の買取りによるものであります。また、自己株式

の株式数の減少680株は、単元未満株式の買増請求に基づく売渡によるものであります。 

２ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成22年３月21日 至 平成23年３月20日） 

１ 発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注） 自己株式の株式数の増加8,131株は、単元未満株式の買取りによるものであります。 

２ 新株予約権等に関する事項 

 該当事項はありません。 

３ 配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

該当事項はありません。 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

該当事項はありません。 

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末

株式数（株) 
当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度 
減少株式数（株) 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式  27,670,642  －  －  27,670,642

合計  27,670,642  －  －  27,670,642

自己株式     

普通株式 （注）  2,326,888  9,216  680  2,335,424

合計  2,326,888  9,216  680  2,335,424

決議 株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当額
（円） 

基準日 効力発生日

平成21年６月18日 
定時株主総会 

普通株式  50,687  2.00 平成21年３月20日 平成21年６月19日 

  
前連結会計年度末

株式数（株) 
当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度 
減少株式数（株) 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式     

普通株式  27,670,642  －  －  27,670,642

合計  27,670,642  －  －  27,670,642

自己株式     

普通株式 （注）  2,335,424  8,131  －  2,343,555

合計  2,335,424  8,131  －  2,343,555



前連結会計年度（自 平成21年３月21日 至 平成22年３月20日） 

 当社グループは、婦人服製造販売事業以外に事業の種類がないため、記載を省略しております。 
  

当連結会計年度（自 平成22年３月21日 至 平成23年３月20日） 

 当社グループは、婦人服製造販売事業以外に事業の種類がないため、記載を省略しております。 
  

前連結会計年度（自 平成21年３月21日 至 平成22年３月20日） 

 本邦以外の売上高はないため、記載を省略しております。 
  

当連結会計年度（自 平成22年３月21日 至 平成23年３月20日） 

 本邦以外の売上高はないため、記載を省略しております。 
  

前連結会計年度（自 平成21年３月21日 至 平成22年３月20日） 

 海外売上高はないため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自 平成22年３月21日 至 平成23年３月20日） 

 海外売上高はないため、記載を省略しております。 

  

 （注）１ １株当たり純資産額の算定上の基礎 

２ １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額（△）の算定上の基礎 

  

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月21日 
至 平成23年３月20日） 

※   現金及び現金同等物の期末残高は、連結貸借対照表

に掲記されている現金及び預金勘定の金額と一致して

おります。 

※           同左 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 至 平成22年３月20日）  

当連結会計年度 
（自 平成22年３月21日 至 平成23年３月20日）  

１株当たり純資産額 円276.00

１株当たり当期純損失金額（△） 円△77.24

１株当たり純資産額 円275.07

１株当たり当期純利益金額 円2.17

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式
が存在しないため、記載しておりません。 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額は、潜在株式
が存在しないため、記載しておりません。 

  
前連結会計年度

（平成22年３月20日） 
当連結会計年度

（平成23年３月20日） 

純資産の部の合計額（千円）  6,992,623  6,966,650

純資産の部の合計額から控除する金額（千円）  －  －

普通株式に係る期末の純資産額（千円）  6,992,623  6,966,650

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の普通
株式の数（千株）  25,335  25,327

  
前連結会計年度

（自 平成21年３月21日  
至 平成22年３月20日） 

当連結会計年度
（自 平成22年３月21日  
至 平成23年３月20日）

 当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  △1,957,127  55,019

 普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

 普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）

（千円） 
 △1,957,127  55,019

 期中平均株式数（千株）  25,337  25,330



  

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、金融商品、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストック・

オプション等、企業結合等、賃貸等不動産に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きくな

いと考えられるため開示を省略しております。  

  

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成21年３月21日 
至 平成22年３月20日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年３月21日 
至 平成23年３月20日） 

 該当事項はありません。 同左 

（開示の省略）
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