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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23年3月31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 4,429 6.0 55 316.9 33 ― 2 ―
22年3月期 4,180 ― 13 ― △30 ― △74 ―

（注）包括利益 23年3月期 2百万円 （―％） 22年3月期 △74百万円 （―％）

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 0.00 ― 0.2 2.0 1.2
22年3月期 △0.11 ― ― ― 0.3

（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 1,776 1,048 59.0 1.33
22年3月期 1,594 1,046 65.6 1.32

（参考） 自己資本   23年3月期  1,048百万円 22年3月期  1,046百万円

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 38 △18 △35 107
22年3月期 △84 2 173 123

2.  配当の状況 

 

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 0 ― ―
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期(累計) 2,100 4.3 △20 ― △30 ― △40 ― △0.05
通期 4,600 3.9 60 8.7 40 18.1 20 725.8 0.03



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 

（注）詳細は、添付資料15ページ「3.連結財務諸表（7）連結財務諸表の作成のための基本となる重要な事項の変更」をご参照ください。 

(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  ： 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 790,093,101 株 22年3月期 790,093,101 株
② 期末自己株式数 23年3月期 82,112 株 22年3月期 80,250 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 790,011,801 株 22年3月期 667,513,358 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4月1日～平成23年3月31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 4,413 5.6 53 312.0 32 ― 2 ―
22年3月期 4,180 △15.9 13 ― △29 ― △74 ―

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 0.00 ―
22年3月期 △0.11 ―

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 1,776 1,048 59.0 1.33
22年3月期 1,594 1,046 65.6 1.32

（参考） 自己資本 23年3月期  1,048百万円 22年3月期  1,046百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査が実施中です。 

※ 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、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
後の様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。業績予想の前提となる情報につきましては、添付資料の2～4ページ「1.経営成績」をご参照くださ
い。 
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㈱キムラタン　（8107）　平成23年3月期決算短信

－1－



 

１．経営成績 
（１）経営成績に関する分析 
① 当期の経営成績 

             （単位：百万円） 
 売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

23 年 3 月期 4,429 55 33 2
22 年 3 月期 4,180 13 △30 △74

増減率 6.0％ 316.9％ － －

 
 当期（平成 22 年４月１日から平成 23 年３月 31 日まで）におけるわが国経済は、輸出を中心とする製造業の持ち直し、

コスト合理化による企業収益の改善など回復傾向が見られましたが、円高や原材料の高騰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、景気の先行き不透明感は拭えないままとなりました。 
 アパレル業界におきましては、春先の低温、記録的な猛暑など不順な天候の影響もあり、依然として低調な状況にあり

ました。下期以降は小売業の衣料品販売も回復傾向にあり明るさを見せ始めましたが、震災により消費マインドが急激に

低下したこともあり、年度を通じては依然厳しい環境となりました。 
 このような状況下で、当社グループは、ここ数年の縮小均衡から脱却し、着実な成長軌道をスタートさせ、当期をキム

ラタン「復活の年」とするべく諸施策に取り組んでまいりました。 
 商品面では、秋物より３ブランド、春物より１ブランドを投入し、幅広い顧客層に対応できる提案力の強化、得意先に

おける取扱い品目の拡大を図ってまいりました。また、既存ブランドにおいては、バリュープライス企画の提案強化に注

力してまいりました。販売面では、平成 20 年 6 月に全面撤退いたしました百貨店市場への再上陸に向け、店舗の開発に取

り組みました。また、ショップ業態における販売員教育の強化、卸業態における重点得意先との取り組み強化など、既存

業態における売上拡大に向けた諸施策を実施してまいりました。 
 一方で、正価販売の徹底と消化率の向上による粗利率の改善につきましても、前期に引き続き取り組んできました。さ

らに、製品コストの低減と品質管理、生産管理の強化に向けた生産背景の再整備や、人材の育成と活性化を目的とした人

事制度の刷新など、今後の成長を支える基盤の再整備にも取り組んでまいりました。 
 
 ショップ業態におきましては、前期に引き続き正価販売の徹底による値下げの抑制に努めるとともに、インセンティブ

制度の導入や教育の強化による、販売員のモチベーションの向上と販売力強化に取り組んでまいりました。また、秋から

新ブランド「ピッコロ」を立ち上げ、男児向け商品の強化を図りました。以上の施策の効果もあり、第３四半期以降の既

存店売上高は好調な推移となりましたが、東日本大震災の発生とその後の計画停電実施の影響を受け、一部の店舗で臨時

休業や営業時間短縮を余儀なくされたことにより、３月単月の既存店売上高は前年同期比 9.7％減と落ち込みました。その

結果、通期の既存店売上高は前年同期比 1.3％増となり、全店ベースの売上高は、前期における不採算店舗閉鎖の影響もあ

り、前年同期比 2.0％減の 25 億 10 百万円となりました。 
 卸業態の売上高は、前年同期比 8.0％増の 13 億 66 百万円となりました。各得意先における当社ブランドの販売状況が

総じて好調であったことに加え、新ブランド投入効果、バリュープライス企画商品の受注増、新規得意先開拓等の要因に

より、ＧＭＳ（総合スーパー）及び大手専門店への販売は順調に拡大いたしました。 
 ＮＥＴ業態における市場環境は、競合サイトの急増、低価格志向の高まりなど、競争がさらに激化している状況にあり

ます。当社では、今秋にサイトの全面リニュアルを実施し、お買物しやすいサイトへと一新、週単位のプロモーションに

ついても一層強化してまいりました。その結果、第３四半期以降の転換率（買上客数÷アクセス客数）は着実に向上し、

売上高は前年同期比 8.0％増の２億 61 百万円となりました。 
 百貨店業態につきましては、国内販売の新たな成長戦略として販売先の開拓に努め、秋に６店舗、春先に７店舗の合計

13 店舗のショップを開設いたしました。その結果、百貨店ショップの売上高は 76 百万円となり、百貨店業態全体では 1
億 84 百万円となりました。 
 その他の業態の売上高は、前年同期比 4.1％減の１億６百万円となりました。 
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 以上の結果、当期の売上高は、前年同期比 6.0％増の 44 億 29 百万円となりました。 
 売上総利益につきましては、前年同期比 2.9％増の 21 億 10 百万円となりました。利益率はバリュープライス企画商品

の販売が増加したことによる低下に加え、新ブランド開発、品質管理強化のための人員増強による費用増により、前年同

期に対し 1.4 ポイントの減少となりました。 
 販売費及び一般管理費につきましては、前期において閉鎖した店舗の運営費、倉庫・事務所家賃等が減少しましたが、

本部人員の増強、販売員インセンティブの導入などの増加があり、前年同期比 0.8％増の 20 億 55 百万円となりました。 
 以上の結果、当期における営業利益は 55 百万円（前年同期比 316.9％増）となりました。経常利益は、支払利息、借入

手数料及び株式交付費の負担が減少し 33 百万円（前年同期は 30 百万円の損失）となりました。また、資産除去債務に関

する会計基準の適用に伴う影響額 17 百万円に加え、震災により毀損した在庫の廃棄損失６百万円を特別損失に計上するこ

ととなりましたが、当期純利益は２百万円（前年同期は 74 百万円の損失）となり、19 期ぶりに最終利益を計上するに至

りました。 
 
② 次期の見通し 
 国内経済は回復基調にあり、個人消費にも明るさが見え始めておりましたが、本年３月 11 日に発生した東日本大震災に 
よる被害と電力不足の影響が懸念されるなど、依然として予断を許さない環境が続くものと思われます。 
 ショップ業態においては、震災の影響で一部営業ができない店舗がありましたが、５月中に全店営業再開となる見通し

となりました。既存店の売上高は、震災の影響で３月度は落ち込みが激しかったものの、足もとでは前年を上回るペース

で推移しております。しかしながら、先行きは依然予断を許さない状況にあることから前年横ばいとし、期末に開設した

新店の売上増に加え、次期におけるインショップ 12 店舗の新規出店を織り込み、全店ベースの売上高は 26 億円を見込ん

でおります。 
当期末に百貨店におけるｆａｓブランドのショップを４店舗新規に開設しましたが、次期において本格的なスタートと

なります。新たに４店舗の出店を計画しており、百貨店向け売上高は１億 90 百万円となる見通しです。 
ＮＥＴ業態につきましては、サイトリニューアルの効果により、転換率が向上していることから、売上高は２億 90 百万

円と見込んでおります。 
 卸業態につきましては、製品の提案力を強化し、他社との差別化を図るとともに、ローコストのオペレーションを徹底

して追求してまいります。2011 年夏物及び秋物の受注は順調に拡大しており、冬物以降も拡大基調にあることから、売上

高 14 億 50 百万円を見込んでおります。 
 以上を前提として、次期の全社売上高は、46 億円（前年同期比 3.9％増）、営業利益 60 百万円（前年同期比 8.7％増）、

経常利益 40 百万円（前年同期比 18.1％増）、当期純利益 20 百万円（前年同期比 725.8％増）を見込んでおります。 
 
（２）財政状態に関する分析 
① 資産、負債及び純資産の状況 

 前連結会計年度末 当連結会計年度末 増減 

総資産（百万円） 1,594 1,776 182 
純資産（百万円） 1,046 1,048 2 
自己資本比率（％） 65.6 59.0 － 
１株当たり純資産（円） 1.32 1.33 0.01 
借入金残高（百万円） 190 154 △35 
 

 総資産は、17 億 76 百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億 82 百万円増加しました。主な増加は、受取手形及び売

掛金 74 百万円、たな卸資産 1 億 17 百万円であります。 
 負債は、前連結会計年度末に比べ１億 80 百万円増加し 7 億 28 百万円となりました。主な増加は、支払手形及び買掛金

2 億 11 百万円であり、主な減少は借入金 35 百万円であります。 
 純資産は、前連結会計年度末に比べ２百万円増加し、10 億 48 百万円となりました。これは当期純利益２百万円による
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ものです。 
 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の 65.6％から 59.0％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・フローは 38 百万円の収入（前期は 84 百万円の支出）となりました。主な増加は、税金等

調整前当期純利益８百万円、減価償却費 41 百万円、仕入債務の増加２億 11 百万円であり、主な減少は売上高の拡大に伴

う売上債権の増加 1 億１百万円、たな卸資産の増加 1 億 17 百万円です。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは 18 百万円の支出（前期は２百万円の収入）となりました。主として有形固定資産

の取得によるものであり、本社設備や店舗設備が主な内容であります。 
 財務活動によるキャッシュ・フローは 35 百万円の支出（前期は 1 億 73 百万円の収入）となりました。1 億 30 百万円の

短期借入れを行い、他方で短期借入金の返済 1 億 52 百万円、長期借入金の返済 13 百万円を実行したことによるものです。 
 
③ 次期の見通し 
 営業活動によるキャッシュ・フローは、当期より増加するものと見込んでおります。投資活動によるキャッシュ・フ

ローにつきましては、次期において 16 店舗のショップの新規開設を計画しておりますが、初期投資の必要のない形態での

出店が中心であり、当期に比べ支出は減少するものと見込んでおります。 
 
（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
 当社は、株主の皆様のご支援にお応えするために適切な配当を行い、また、経営基盤を確保し収益向上を図るための投

資を行うことが利益配分の基本であると考えております。 

しかしながら、長きにわたる業績不振により配当のお支払いを見送りさせていただいております。当期におきましても、

利益計上したものの、誠に遺憾ながら無配とさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

㈱キムラタン　（8107）　平成23年3月期決算短信

－4－



 

 

 

２．企業集団の状況 
当社の企業集団は、当社及び子会社１社で構成されています。ベビー・子供アパレル事業として、自社企画・設計によ

る高価値・お手頃価格の製品を中心に、ＧＭＳ（総合スーパー）等におけるインショップ（得意先売場内の自社イン

ショップの店頭在庫管理は自社で行い自社販売員が消費者に接客販売を行う形態）の運営、ＧＭＳ・専門店への卸販売と

直営店・ＷＥＢ通販による消費者への直接販売を行っております。 

 当社は、ショップ業態における店舗運営業務を連結子会社である㈱キムラタンリテールに委託しております。 

 

３．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、すべての人々の子育てを応援することを使命とし、「確かな品質」で「お手頃価格」の製品と質の高い

サービスを提供することを通して、お客様に満足を提供し続け、楽しく豊かな暮らしの実現に貢献することを基本方針と

しております。  

 

（２）目標とする経営指標 

 売上高営業利益率５％を目標として、３年後の達成に向けて、収益の拡大とともに、ショップ業態の利益構造のさらな

る改善、卸販売、物流、バックオフィス機能の業務効率化を図ってまいります。 
 
（３）中長期的な会社の経営戦略及び課題 
当社グループは、当期に 19 期ぶりの最終利益計上するに至り、長きにわたる赤字体質からの脱却を果たすことができま 

した。今後、収益性をさらに向上させ、継続的に発展できる企業への変革を目指してまいります。そのためにはべビー・

子供アパレル企業としてお客様に信頼されることが基本であると考えております。 
したがって、直接的に消費者に販売する「リテール」型事業と、得意先に卸販売する「ホールセール」型事業とに業態

を２分し、それぞれの顧客から求められる製品とサービス及びオペレーション手法の違いを明確にし、きめ細かな顧客

ニーズへの対応力を強化し、お客様からの信頼を維持・獲得していきたいと考えております。また、当社の強み、他社と

の違いを掘り下げ、各々の事業の「型」を確立してまいります。 
 リテール事業としては、既存のインショップ、直営店のショップ業態に当期に開設した百貨店ショップ及びNET 業態を

主な販路として区分し、消費者が求める製品とサービスのあり方を追及してまいります。製品面においては、トレンド提

案と単品訴求を組み合わせ、消費者の幅広いニーズへの対応力強化と、より精緻な月別の商品展開計画に取り組んでまい

ります。サービス面においては、売場づくり、接客力、商品知識等トータルで向上させ、お客様に頼りにされる店舗を目

指してまいります。ＮＥＴ業態につきましては、サイトの機能をより高度化させ、お客様の利便性向上を図ってまいりま

す。 
 ホールセール事業としては、ＧＭＳ（総合スーパー）と専門店への卸業態を区分し、価格と価値のバランスの追及、製

品の提案力を強化し他社との差別化を図るとともに、ローコスト・オペレーションを徹底して追求し、収益性の高い事業

へと成長させてまいります。 

 以上のように収益拡大を目指す一方で、商品消化率をさらに向上させる販売の仕組みの構築、在庫のより効率的な販売

方法の確立の課題に取り組んでおります。また、安定供給網の確保に向けた海外における生産背景の再整備、品質管理強

化のための管理フローの見直し等を推進してまいります。 
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 123 107

受取手形及び売掛金 620 695

商品及び製品 630 733

仕掛品 4 7

原材料及び貯蔵品 26 36

その他 14 33

貸倒引当金 △33 △17

流動資産合計 1,386 1,597

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 15 23

減価償却累計額 △7 △10

建物及び構築物（純額） 7 13

機械装置及び運搬具 8 9

減価償却累計額 △8 △7

機械装置及び運搬具（純額） 0 1

工具、器具及び備品 314 306

減価償却累計額 △230 △241

工具、器具及び備品（純額） 84 65

有形固定資産合計 92 80

無形固定資産   

ソフトウエア 26 16

その他 10 11

無形固定資産合計 37 27

投資その他の資産   

破産更生債権等 421 445

差入保証金 52 35

その他 1 2

貸倒引当金 △396 △411

投資その他の資産合計 78 71

固定資産合計 208 179

資産合計 1,594 1,776
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 156 368

短期借入金 130 108

1年内返済予定の長期借入金 60 46

未払金 93 95

未払法人税等 8 8

返品調整引当金 5 14

ポイント引当金 3 3

その他 90 80

流動負債合計 548 725

固定負債   

資産除去債務 － 3

固定負債合計 － 3

負債合計 548 728

純資産の部   

株主資本   

資本金 903 903

資本剰余金 221 221

利益剰余金 △74 △72

自己株式 △4 △4

株主資本合計 1,046 1,048

純資産合計 1,046 1,048

負債純資産合計 1,594 1,776
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
 連結損益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 4,180 4,429

売上原価 2,132 2,309

売上総利益 2,047 2,119

返品調整引当金戻入額 9 5

返品調整引当金繰入額 5 14

差引売上総利益 2,051 2,110

販売費及び一般管理費 2,038 2,055

営業利益 13 55

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 － 0

その他 3 3

営業外収益合計 3 3

営業外費用   

支払利息 13 14

株式交付費 15 －

借入手数料 11 －

為替差損 0 0

その他 5 9

営業外費用合計 47 24

経常利益又は経常損失（△） △30 33

特別利益   

投資有価証券割当益 － 4

貸倒引当金戻入額 － 1

債務免除益 18 －

特別利益合計 18 6

特別損失   

前期損益修正損 5 －

貸倒引当金繰入額 4 －

固定資産除却損 12 5

店舗閉鎖損失 5 0

本社移転費用 14 －

長期前払費用臨時償却 12 －

関係会社整理損 1 －

災害による損失 － 6

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 17

その他 － 0

特別損失合計 56 31

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

△68 8

法人税、住民税及び事業税 5 6

法人税等合計 5 6

少数株主損益調整前当期純利益 － 2

当期純利益又は当期純損失（△） △74 2

㈱キムラタン　（8107）　平成23年3月期決算短信

－8－



 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 － 2

その他の包括利益   

その他の包括利益合計 － －

包括利益 － 2

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － 2

少数株主に係る包括利益 － －
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（３）連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 11,903 903

当期変動額   

新株の発行 221 －

資本金から剰余金への振替 △11,221 －

当期変動額合計 △10,999 －

当期末残高 903 903

資本剰余金   

前期末残高 1,611 221

当期変動額   

新株の発行 221 －

資本金から剰余金への振替 11,221 －

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 △12,833 －

当期変動額合計 △1,390 －

当期末残高 221 221

利益剰余金   

前期末残高 △12,833 △74

当期変動額   

欠損填補 12,833 －

当期純利益又は当期純損失（△） △74 2

当期変動額合計 12,758 2

当期末残高 △74 △72

自己株式   

前期末残高 △4 △4

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △4 △4

株主資本合計   

前期末残高 677 1,046

当期変動額   

新株の発行 442 －

資本金から剰余金への振替 － －

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △74 2

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 368 2

当期末残高 1,046 1,048
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

新株予約権   

前期末残高 5 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5 －

当期変動額合計 △5 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 683 1,046

当期変動額   

新株の発行 442 －

資本金から剰余金への振替 － －

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △74 2

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5 －

当期変動額合計 362 2

当期末残高 1,046 1,048
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31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（△）

△68 8

減価償却費 51 41

長期前払費用償却額 15 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） △12 △1

確定拠出年金移行時未払金の増減額（△は減少） △23 －

賞与引当金の増減額（△は減少） △10 －

返品調整引当金の増減額（△は減少） △4 9

ポイント引当金の増減額（△は減少） 0 0

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息 13 14

投資有価証券割当益 － △4

固定資産除却損 12 5

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 17

本社移転費用 11 －

債務免除益 △10 －

売上債権の増減額（△は増加） 94 △101

たな卸資産の増減額（△は増加） △8 △117

仕入債務の増減額（△は減少） △67 211

その他 △61 △26

小計 △66 58

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △12 △15

法人税等の支払額 △6 △5

営業活動によるキャッシュ・フロー △84 38

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 △6 △20

無形固定資産の取得による支出 △2 △0

投資有価証券の売却による収入 － 4

その他の収入 11 1

その他の支出 △0 △3

投資活動によるキャッシュ・フロー 2 △18

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 30 130

短期借入金の返済による支出 △128 △152

長期借入金の返済による支出 － △13

社債の償還による支出 △150 －

株式の発行による収入 421 －

自己株式の取得による支出 △0 △0

財務活動によるキャッシュ・フロー 173 △35

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 90 △16

現金及び現金同等物の期首残高 33 123

現金及び現金同等物の期末残高 123 107
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（５）継続企業の前提に関する注記 
前連結会計年度 

（自 平成 21 年４月 １日 

至 平成 22 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 22 年４月 １日 

至 平成 23 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。 
 
 
（６）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４月 １日 

至 平成 22 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 22 年４月 １日 

至 平成 23 年３月 31 日） 
１．連結の範囲に関する事項 

すべての子会社を連結しております。 
連結子会社の数 １社 
連結子会社の名称 株式会社キムラタンリテ

ール 
 株式会社キムラタンリテールについては、当連結

会計年度において新たに設立したことにより、当連

結会計年度から連結子会社に含めることにしまし

た。 

１．連結の範囲に関する事項 
同左 
 
 
 

―――― 

２．持分法の適用に関する事項 
該当事項はありません。 

２．持分法の適用に関する事項 
該当事項はありません。 

３．連結子会社の事業年度に関する事項 
 連結子会社の決算日は、連結決算日と一致してお

ります。 

３．連結子会社の事業年度に関する事項 
同左 

４．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 たな卸資産 

評価基準は原価法（収益性の低下による簿価切

下げの方法） 
商品及び製品     ： 個別法  
仕掛品        ： 個別法 
原材料及び貯蔵品   ： 最終仕入原価法

(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 

：定率法 
② 無形固定資産 

：定額法 
自社利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能な期間（５年）に基づく定額法を採

用しております。 
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

リース資産については、リース期間を耐用年数と

し、残存価額をゼロとする定額法を採用しており

ます。 
 

４．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 たな卸資産 

同左 
 
 
 
 

(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 

同左 
② 無形固定資産 

同左 
 
 
 
③ リース資産 

同左 
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前連結会計年度 

（自 平成 21 年４月 １日 

至 平成 22 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 22 年４月 １日 

至 平成 23 年３月 31 日） 
(3) 重要な引当金の計上基準 
① 貸倒引当金 

売掛金等の債権の貸倒れによる損失に備える

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。 
② 返品調整引当金 

販売済商品及び製品の期末日後の返品による

損失に備えるため、期末以前２ヵ月間の売上高

に実績率を乗じた金額を計上しております。 
③ 賞与引当金 

従業員の賞与の支払いに充てるため、将来の

支給見込額のうち当期の負担額を計上しており

ます。 
（追加情報） 
当社は、当期の業績等に鑑み、当下半期（平

成 21年 10月 1日から平成 22年３月 31日まで）

を対象期間とする従業員に対する賞与を支給し

ないことを決定し、従業員より合意を得ました。

その結果、計上すべき賞与引当金はありませ

ん。 
 
 
 
 
 
 
 
④ ポイント引当金 

当社インターネット販売サイトの顧客に付与

されたポイントの使用による費用発生に備える

ため、将来使用されると見込まれる額を計上し

ております。 
(4) その他財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 
消費税等の会計処理は、税抜方式によってお

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 

同左 
 
 
③ 賞与引当金 

従業員の賞与の支払いに充てるため、将来の

支給見込額のうち当期の負担額を計上しており

ます。 
（追加情報） 
当社グループは、当連結会計年度より賞与支

給規定を変更しております。これに伴い支給方

法を上期賞与（支給対象期間４月から９月まで

の固定給）、下期賞与（10 月から３月までの固定

給）、期末賞与（４月から３月までの期間におけ

る個人ごとに設定した目標に対しての活動結果

を評価する業績給）の年３回に分けております。

当連結会計年度におきましては、上期及び下

期賞与については当連結会計年度末現在におい

てその支給が完了していること、また期末賞与

についてはその支給額が確定しており「未払金」

として計上していることから、賞与について計

上すべき賞与引当金はありません。 
④ ポイント引当金 

同左 
 
 
 
(4) その他財務諸表作成のための重要な事項 

消費税等の会計処理 
同左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

全面時価評価法を採用しております。 
５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左 
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前連結会計年度 

（自 平成 21 年４月 １日 

至 平成 22 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 22 年４月 １日 

至 平成 23 年３月 31 日） 
６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の

範囲 
連結キャッシュ・フロー計算書における資金

（現金及び現金同等物）は、手許現金、随時引

き出し可能な預金及び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

わない取得日から３ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなっております。 

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の

範囲 
同左 

 
（７）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４月 １日 

至 平成 22 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 22 年４月 １日 

至 平成 23 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。 (1) 「持分法に関する会計基準」及び「持分法適

用関連会社の会計処理に関する当面の取扱

い」の適用 
当連結会計年度より、「持分法に関する会

計基準」（企業会計基準第 16 号 平成 20 年

３月 10 日公表分）及び「持分法適用関連会

社の会計処理に関する当面の取扱い」（実務

対応報告第 24 号 平成 20 年３月 10 日）を

適用しております。これに伴う経常利益及び

税金等調整前当期純利益に与える影響はあ

りません。 
(2) 資産除去債務に関する会計基準の適用 

当連結会計年度より、「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、営業利益及び経

常利益は２百万円減少しております。また、

当会計基準の適用開始による資産除去債務

の変動額は３百万円であります。 
(3) 「企業結合に関する会計基準」等の適用 

当連結会計年度より、「企業結合に関する

会計基準」（企業会計基準第 21 号 平成 20
年 12 月 26 日）、「連結財務諸表に関する会

計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 20 年

12 月 26 日）、「『研究開発費等に係る会計基

準』の一部改正」（企業会計基準第 23 号 平

成 20 年 12 月 26 日）、「事業分離等に関する

会計基準」（企業会計基準第７号 平成 20
年 12 月 16 日）、「持分法に関する会計基準」

（企業会計基準第 16 号 平成「20 年 12 月

26 日）、「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」（企業会計基準

適用指針第 10 号 平成 20 年 12 月 26 日）

を適用しております。 
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（８）表示方法の変更 
前連結会計年度 

（自 平成 21 年４月 １日 

至 平成 22 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 22 年４月 １日 

至 平成 23 年３月 31 日） 

――――― （連結損益計算書） 
当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する

会計基準」（企業会計基準第 22 号 平成 20 年 12
月 26 日）に基づき、「財務諸表等の用語、様式及

び作成方法に関する規則等の一部を改正する内

閣府令」（平成 21 年３月 24 日 内閣府令第５号）

を適用し、「少数株主損益調整前当期純利益」の

科目を表示しております。 
 
（９）追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成 21 年４月 １日 

至 平成 22 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 22 年４月 １日 

至 平成 23 年３月 31 日） 

――――― （包括利益の表示に関する会計基準） 
当連結会計年度より、「包括利益の表示に関す

る会計基準」（企業会計基準第 25 号 平成 22 年

６月 30 日）を適用しております。ただし、「その

他の包括利益累計額」及び「その他の包括利益累

計額合計」の前連結会計年度の金額は、「評価・

換算差額」及び「評価・換算差額等合計」の金額

を表示しております。 
 
（10）連結財務諸表に関する注記事項 
（連結貸借対照表関係） 

前連結会計年度 
（平成 22 年３月 31 日現在） 

当連結会計年度 
（平成 23 年３月 31 日現在） 

１．譲渡担保資産 
(1) 担保に供している資産 

受取手形及び売

掛金 
545 百万円 

たな卸資産 661  
合計 1,206  

(2) 担保資産に対応する債務 
短期借入金 112 百万円  

１．譲渡担保資産 
(1) 担保に供している資産 

受取手形及び売

掛金 
620 百万円 

たな卸資産 778  
合計 1,399  

(2) 担保資産に対応する債務 
短期借入金 40 百万円  

２．手形割引高 
受取手形割引高 30 百万円  

２．手形割引高 
受取手形割引高 30 百万円  
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（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成 21 年４月 １日 

至 平成 22 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 22 年４月 １日 

至 平成 23 年３月 31 日） 

１．通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益低

下による簿価切下げ額 
売上原価 3 百万円  

１．通常の販売目的で保有するたな卸資産の収益低

下による簿価切下げ額 
売上原価 1 百万円  

２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 
荷造り及び発送費 73 百万円 
販売促進費 65  
給料及び手当 626  
賞与 7  
退職給付費用 8  
賃借料 680  
支払手数料 223  
租税公課 19  
減価償却費 47  
貸倒引当金繰入額 3   

２．販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額は

次のとおりであります。 
荷造り及び発送費 92 百万円 
販売促進費 64  
給料及び手当 625  
賞与 31  
退職給付費用 9  
賃借料 648  
支払手数料 245  
租税公課 9  
減価償却費 37  
貸倒引当金繰入額 0   

３．固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 
建物附属設備 5 百万円 
機械装置 0  
工具、器具及び備品 1  
ソフトウエア 4  
合計 12   

３．固定資産除却損の内容は、次のとおりでありま

す。 
工具、器具及び備品 5 百万円 
車両運搬具 0  
合計 5   

４．前期損益修正損の内容は、過年度における当社

売掛金と得意先の買掛金とに差異が生じたもの

について、交渉の結果、当社が負担することと

なった額であります。 

４．       ―――― 

５．       ―――― ５．災害による損失 
東日本大震災による損失額であり、内訳は次

のとおりです。 
たな卸資産廃棄損 6 百万円 
その他 0  
合計 6   

 
（連結包括利益計算書関係） 
当連結会計年度（自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 年３月 31 日） 
※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益 

親会社株主に係る包括利益 △74 百万円 
少数株主に係る包括利益 ―  

計 △74  
 
※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益 

該当事項はありません。 
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（連結株主資本等変動計算書関係） 
前連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 
１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

普通株式（株） 560,093,101 230,000,000 － 790,093,101
（注）増加は、新株予約権の行使によるものであります。 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

普通株式（株） 78,944 1,306 － 80,250
（注）自己株式の株式数の増加 1,306 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

３．新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 
 
４．配当に関する事項 
 該当事項はありません。 
 
当連結会計年度（自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 年３月 31 日） 
１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

普通株式（株） 790,093,101 － － 790,093,101
 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数 

普通株式（株） 80,250 1,862 － 82,112
（注）自己株式の株式数の増加 1,862 株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

３．新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 
 
４．配当に関する事項 
 該当事項はありません。 
 
 
（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４月 １日 

至 平成 22 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 22 年４月 １日 

至 平成 23 年３月 31 日） 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 
現金及び預金 123 百万円 
現金及び現金同等物 123  

２．重要な非資金取引の内容 
権利行使による新株

予約権減少額 
5 百万円 

 

１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照

表に掲記されている科目の金額との関係 
現金及び預金 107 百万円 
現金及び現金同等物 107  

―――― 

 
 

㈱キムラタン　（8107）　平成23年3月期決算短信

－18－



 

（セグメント情報等） 
【事業の種類別セグメント情報】 
 前連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 
  全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額合計額に占めるアパレル事業の

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。 
 
【所在地別セグメント情報】 
 前連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 
  全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合がいずれも

90％超であるため、記載を省略しております。 
 
【海外売上高】 
 前連結会計年度（自 平成 21 年４月１日 至 平成 22 年３月 31 日） 
  海外売上高が連結売上高の 10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
 
【セグメント情報】 
 当連結会計年度（自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 年３月 31 日） 
  当社グループの事業は、ベビー・子供衣料及び関連雑貨の製造販売を行っており、単一セグメントであ

ることから、記載を省略しております。 
 
（追加情報） 
当連結会計年度（自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 年３月 31 日） 
当連結会計年度より、「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。 
 
 
（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成 21 年４月 １日 

至 平成 22 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 22 年４月 １日 

至 平成 23 年３月 31 日） 

 
１株当たり純資産額 1.32 円

１株当たり当期純損失（△） △0.11 円 

 
１株当たり純資産額 1.33 円 
１株当たり当期純利益 0.00 円  

 
 
（重要な後発事象） 

前連結会計年度 
（自 平成 21 年４月 １日 

至 平成 22 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 22 年４月 １日 

至 平成 23 年３月 31 日） 

該当事項はありません。 
 

該当事項はありません。 
 

 
（開示の省略） 
 リース取引、税効果会計、金融商品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ます。 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 122 106

受取手形 16 13

売掛金 604 681

商品及び製品 630 733

仕掛品 4 7

原材料及び貯蔵品 26 36

前渡金 6 2

前払費用 1 2

未収入金 － 21

その他 6 6

貸倒引当金 △33 △17

流動資産合計 1,385 1,596

固定資産   

有形固定資産   

建物 15 23

減価償却累計額 △7 △10

建物（純額） 7 13

機械及び装置 1 1

減価償却累計額 △1 △1

機械及び装置（純額） 0 0

車両運搬具 6 7

減価償却累計額 △6 △5

車両運搬具（純額） 0 1

工具、器具及び備品 314 306

減価償却累計額 △230 △241

工具、器具及び備品（純額） 84 65

有形固定資産合計 92 80

無形固定資産   

商標権 0 0

ソフトウエア 26 16

電話加入権 10 10

無形固定資産合計 37 27

投資その他の資産   

関係会社株式 1 1

破産更生債権等 421 445

長期前払費用 0 0

差入保証金 52 35

その他 1 1

貸倒引当金 △396 △411

投資その他の資産合計 79 72

固定資産合計 209 180

資産合計 1,594 1,776
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(単位：百万円)

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 156 368

短期借入金 112 90

株主、役員又は従業員からの短期借入金 18 18

1年内返済予定の長期借入金 8 －

株主、役員又は従業員からの1年内返済予定の
長期借入金

51 46

未払金 94 132

未払費用 54 19

未払法人税等 8 7

未払事業所税 1 1

未払消費税等 25 13

預り金 8 8

返品調整引当金 5 14

ポイント引当金 3 3

流動負債合計 548 725

固定負債   

資産除去債務 － 3

固定負債合計 － 3

負債合計 548 728

純資産の部   

株主資本   

資本金 903 903

資本剰余金   

資本準備金 221 221

資本剰余金合計 221 221

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △74 △71

利益剰余金合計 △74 △71

自己株式 △4 △4

株主資本合計 1,046 1,048

純資産合計 1,046 1,048

負債純資産合計 1,594 1,776
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（２）損益計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 4,180 4,413

売上原価 2,132 2,309

売上総利益 2,047 2,104

返品調整引当金戻入額 9 5

返品調整引当金繰入額 5 14

差引売上総利益 2,051 2,095

販売費及び一般管理費 2,038 2,041

営業利益 13 53

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 － 0

その他 3 3

営業外収益合計 3 3

営業外費用   

支払利息 13 14

株式交付費 15 －

借入手数料 11 －

為替差損 0 0

その他 5 9

営業外費用合計 46 24

経常利益又は経常損失（△） △29 32

特別利益   

投資有価証券割当益 － 4

貸倒引当金戻入額 － 1

債務免除益 18 －

特別利益合計 18 6

特別損失   

前期損益修正損 5 －

貸倒引当金繰入額 4 －

固定資産除却損 12 5

店舗閉鎖損失 5 0

本社移転費用 14 －

関係会社整理損 1 －

長期前払費用臨時償却 12 －

災害による損失 － 6

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 17

その他 － 0

特別損失合計 56 31

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △68 7

法人税、住民税及び事業税 5 5

法人税等合計 5 5

当期純利益又は当期純損失（△） △74 2
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（３）株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 11,903 903

当期変動額   

新株の発行 221 －

資本金から剰余金への振替 △11,221 －

当期変動額合計 △10,999 －

当期末残高 903 903

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,611 221

当期変動額   

新株の発行 221 －

準備金から剰余金への振替 △1,611 －

当期変動額合計 △1,390 －

当期末残高 221 221

その他資本剰余金   

前期末残高 － －

当期変動額   

資本金から剰余金への振替 11,221 －

準備金から剰余金への振替 1,611 －

欠損填補 △12,833 －

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

資本剰余金合計   

前期末残高 1,611 221

当期変動額   

新株の発行 221 －

資本金から剰余金への振替 11,221 －

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 △12,833 －

当期変動額合計 △1,390 －

当期末残高 221 221

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △12,833 △74

当期変動額   

欠損填補 12,833 －

当期純利益又は当期純損失（△） △74 2

当期変動額合計 12,758 2

当期末残高 △74 △71

㈱キムラタン　（8107）　平成23年3月期決算短信

－23－



(単位：百万円)

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

利益剰余金合計   

前期末残高 △12,833 △74

当期変動額   

欠損填補 12,833 －

当期純利益又は当期純損失（△） △74 2

当期変動額合計 12,758 2

当期末残高 △74 △71

自己株式   

前期末残高 △4 △4

当期変動額   

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △4 △4

株主資本合計   

前期末残高 677 1,046

当期変動額   

新株の発行 442 －

資本金から剰余金への振替 － －

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △74 2

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 368 2

当期末残高 1,046 1,048

新株予約権   

前期末残高 5 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5 －

当期変動額合計 △5 －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 683 1,046

当期変動額   

新株の発行 442 －

資本金から剰余金への振替 － －

準備金から剰余金への振替 － －

欠損填補 － －

当期純利益又は当期純損失（△） △74 2

自己株式の取得 △0 △0

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △5 －

当期変動額合計 362 2

当期末残高 1,046 1,048
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（４）継続企業の前提に関する注記 
前事業年度 

（自 平成 21 年４月 １日 
至 平成 22 年３月 31 日） 

当事業年度 
（自 平成 22 年４月 １日 
至 平成 23 年３月 31 日） 

 該当事項はありません。  該当事項はありません。  
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