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1.  平成24年3月期の連結業績（平成23年4月1日～平成24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 ％

24年3月期 4,808 8.6 76 38.6 43 28.0 21 802.4
23年3月期 4,429 6.0 55 316.9 33 ― 2 ―

（注）包括利益 24年3月期 21百万円 （802.2％） 23年3月期 2百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

24年3月期 0.03 ― 2.1 2.3 1.6
23年3月期 0.00 ― 0.2 2.0 1.2

（参考） 持分法投資損益 24年3月期  ―百万円 23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

24年3月期 1,976 1,070 54.2 1.36
23年3月期 1,776 1,048 59.0 1.33

（参考） 自己資本   24年3月期  1,070百万円 23年3月期  1,048百万円

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

24年3月期 70 △20 71 229
23年3月期 38 △18 △35 107

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 ％ ％

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
24年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―
25年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

3. 平成25年 3月期の連結業績予想（平成24年 4月 1日～平成25年 3月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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) 2,200 △0.4 5 32.1 △10 ― △15 ― △0.02
通期 4,850 0.9 90 17.6 60 38.3 30 37.3 0.04



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年3月期 790,093,101 株 23年3月期 790,093,101 株
② 期末自己株式数 24年3月期 82,333 株 23年3月期 82,112 株
③ 期中平均株式数 24年3月期 790,010,840 株 23年3月期 790,011,801 株

※ 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手続が実施中です。 

※ 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、添付資
料2～4ページの「１．経営成績」をご覧ください。 
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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 

24 年 3 月期 4,808 76 43 21
23 年 3 月期 4,429 55 33 2

増減率 8.6％ 38.6％ 28.0％ 802.4％
 
 当期（平成 23 年４月１日から平成 24 年３月 31 日まで）におけるわが国経済は、東日本大震災の影響から国内経済は

甚大な影響を受けましたが、サプライチェーンの回復は急ピッチに進み、自粛ムードも和らぎを見せ、また、節電関連商

品の消費が上向き、経済にも回復の動きが進み始めました。 
一方で、欧州債務問題による世界経済の減速懸念や米国経済の悪化懸念から急激な円高の進行や原材料の高騰が進み、

さらに 10 月に発生しましたタイの洪水により、回復基調にあった企業活動も一時足踏みすることとなりましたが、年度終

盤には長期化が懸念された円高も一段落したことから、消費マインドも上向きに推移するなど、国内景気も明るさが見え

始めました。 
 アパレル業界におきましては、震災の影響による消費マインドの冷え込みは、復興需要などに支えられて予想以上に早

く回復したものの、全般的にはデフレ基調が続き企業間格差が広がり始めております。 
 
 このような状況下で、当社は、当期において直接的に消費者に向き合う「リテール」事業と、得意先に卸販売する

「ホールセール」事業とに既存の業態を整理し、ブランド・組織・人員を２分する組織改編を行いました。両事業の収益

構造の確立を目指して、それぞれの顧客から求められる製品とサービス、オペレーションを明確にし、専門化、運営力向

上に取り組んでまいりました。 
 消費者と直接向き合うリテール事業は、既存のショップ業態に前期に開設した百貨店インショップを包含し、ＮＥＴ業

態、今春よりスタートした百貨店ｆａｓショップの３業態を中心に、サービスの質を高めながら客数の増加を目指してま

いりました。得意先に卸販売するホールセール事業では、「価値が価格を上回る」商品開発に注力するとともに、得意先数

の拡大に取り組んでまいりました。 
 
 売上高は、前年同期比 8.6％増の 48 億 8 百万円となりました。リテール事業では、ショップ業態の既存店及び NET 業

態が年度を通じて好調に推移し、新規出店につきましても、当初計画を上回るペースで開設を実施いたしました。ホール

セール事業に関しましては、受注拡大に向けた新規取引先の開拓、既存得意先におけるシェア拡大、新ブランド「マザー

グース」の販路拡大に取り組んでまいりました。 
 売上総利益につきましては、前年同期比 8.1％増の 22 億 82 百万円となり、売上総利益率は 47.5％となりました。一方

で、販売費及び一般管理費につきましては、前年同期比 7.3％増の 22 億 5 百万円となりました。店舗数増加による人員増

に加え、店舗家賃、物流費等の変動費増がありましたが、その他固定費には大きな変動はなく、売上高販管費率は、前年

同期に対し 0.5 ポイント減少の 45.9％となりました。 
以上の結果、営業利益は前年同期比 38.6％増の 76 百万円となり、経常利益は前年同期比 28.0％増の 43 百万円となりま

した。当期純利益は、fas ショップ及び直営店の閉店に係る損失等を特別損失に計上しましたが、前期に発生した資産除去

債務会計基準の適用に伴う影響額や災害による損失がなくなったことから、前年同期比 802.4％増の 21 百万円となり、２

期連続で最終利益を計上することができました。 
 
リテール事業 
 ショップ業態におきましては、品揃え、売場づくり、接客等のサービス力を高めるとともに、「値下げ率」のさらなる低

減と「消化率」の向上を目指してオペレーション力の一層の強化に注力し、当社ショップの収益構造の確立を目指してま

いりました。また、製品面におきましては、アイテム編集型のトレンド提案と単品強化を図りトドラー（4 歳～7 歳児）の

拡大を図りました。その結果、既存店売上高は前年同期比 5.8％増と堅調な推移となりました。加えて、店舗のスクラップ

＆ビルドも推進し、当期において 15 店舗の開設と６店舗の閉店を実施し、当期末の店舗数は 136 店舗となりました。以

上の結果、ショップ業態の全店ベースの売上高は、前年同期比 9.2％増の 27 億 89 百万円となりました。 
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ＮＥＴ業態におきましては、平成 23 年秋にオンラインストアの全面リニュアルを実施し、さらにお買物しやすいサイト

へと一新するとともに、アウトレット販売を一層強化してまいりました。その結果、転換率（買上客数÷アクセス客数）

は前年同期比 22.3％増、購買客数は前年同期比 30.6％増、客単価は前年同期比 7.5％増となり、売上高は前年同期比

38.5％増の 3 億 62 百万円と大きく伸長いたしました。 
 国内販売の新たな成長戦略のひとつとして、平成 23 年春よりスタートいたしました「ｆａｓ」ブランドの百貨店ショッ

プにつきましては、全国で７店舗を展開いたしました。しかしながら、売上高は 1 億 41 百万円と目標を下回る低調な推移

となり、収益構造確立への将来展望が低いことから、遺憾ながら平成 24 年２月末をもって全店撤退いたしました。 
 以上の結果、リテール事業全体の売上高は前年同期比 8.5％増の 33 億 35 百万円となり、セグメント利益は 3 億 19 百万

円となりました。 
 
ホールセール事業 
ホールセール事業では、価値ある製品の提供とともに、新規得意先の開拓、既存得意先におけるシェア拡大に注力して

まいりました。また、新ブランド「マザーグース」の販路開拓や基幹ブランドである「ビケット」のジュニアサイズの開

発、顧客の利便性の向上と新規顧客の獲得を目指したＷＥＢ受注システムの充実にも取り組んでまいりました。GMS（総

合スーパー）販路への販売につきましては、相手先のプライベートブランド拡大に伴い、基幹ブランド「ビケット」の販

売は若干減少しましたが、バリュープライス企画商品の扱いが大幅増となりました。専門店販路につきましては、新規得

意先の開拓、大手量販専門店や雑貨店との取り組み強化が順調に進行しました。加えて、新ブランド「マザーグース」の

販路拡大と、バリュープライス企画商品の受注増も売上増に寄与することとなりました。以上の結果、ホールセール事業

全体の売上高は前年同期比 9.0％増の 14 億 73 百万円となり、セグメント利益は 67 百万円となりました。 
 
② 次期の見通し 
 国内経済は回復基調にあるものの、欧州債務問題や新興国の成長鈍化、資源コストの上昇に加えて、夏場の電力不足の

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と思われます。 
   このような環境の下で、当社は、ベビー・子供アパレル企業としての存在理由を高め、安定的な成長を目指してまいり

ます。そのためには、今一度、足元の課題と向き合い、機動的で強固な企業体質をつくり上げることが必要であると認識

しており、次年度を「整備の年」と位置づけ、構造改革と成長軌道への足場固めに取り組んでまいります。 
   構造改革としては、収益性を向上させる①コスト改革、商品消化率向上により在庫を圧縮させる②ディストリビュー

ション改革、業務の効率化を図る③システム改革の３つのテーマに大別し、次年度中にこれらの改革を実現させることを

目標に取り組んでまいります。 
   成長への足場固めとしては、リテール事業においては、新型ショップモデルの開発、新ブランド開発と、店頭インフラ

の再整備等に取り組みます。ホールセール事業においては、新規得意先開拓とシェア拡大をさらに加速させるとともに、

商品企画サイクルを年５シーズンから細分化し、得意先に対する細かいフォローにより、取り組み強化を目指してまいり

ます。 
  
リテール事業 
ショップ業態につきましては、当期における既存店の売上高は、復興需要もあり順調な推移となりました。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既存店は前年横ばいとし、当期中に開設しました新店の売上増に加

え、次期におけるインショップ 15 店舗の新規出店を織り込み、全店ベースの売上高は 28 億 80 百万円（前年同期比 3.2％
増）を見込んでおります。 
ＮＥＴ業態につきましては、オンラインサイトのリニュアル効果とさらなるアウトレット販売の強化により、転換率・

購買客数・客単価が向上していることから、売上高は 4 億円（前年同期比 10.5％増）を見込んでおります。 
しかしながら、fas ショップ全店を閉鎖したことによる売上減の影響により、次期のリテール事業の売上高は、前年同期

比 0.2％減の 33 億円 30 百万円を見込んでおります。 
 

 ホールセール事業 
卸業態につきましては、新規取引先の拡大による専門店業態の売上構成比拡大と製品の提案力を強化し、コスト改革に

よる原価率の低減とともに、ローコストのオペレーションを徹底して追求し、ディストリビューション改革による在庫の

圧縮に取り組んでまいります。以上のことから次期のホールセール事業の売上高は、前年同期比 3.2％増の 15 億 20 百万
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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 48 億 50 百万円（前年同期比 0.9％増）、営業利益は 90 百万円（前年同期比

17.6％増）、経常利益は 60 百万円（前年同期比 38.3％増）、当期純利益は 30 百万円（前年同期比 37.3％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） 1,776 1,976 199 
純資産（百万円） 1,048 1,070 21 
自己資本比率（％） 59.0 54.2 △4.8 
１株当たり純資産（円） 1.33 1.36 － 
借入金残高（百万円） 154 226 71 
 
 総資産は、19 億 76 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 1 億 99 百万円増加しました。主な増加は、現金及び預金 1
億 22 百万円、受取手形及び売掛金 54 百万円、たな卸資産 76 百万円であります。 
 負債は、前連結会計年度末に比べ１億 77 百万円増加し 9 億 6 百万円となりました。主な増加は、支払手形及び買掛金

56 百万円、未払金 49 百万円、長期借入金 1 億 29 百万円であり、主な減少は短期借入金 58 百万円であります。 
 純資産は、前連結会計年度末に比べ 21 百万円増加し、10 億 70 百万円となりました。これは当期純利益 21 百万円によ

るものです。 
 以上の結果、自己資本比率は前連結会計年度末の 59.0％から 54.2％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 70 百万円の収入（前期は 38 百万円の収入）となりました。主な増加は、税金等

調整前当期純利益 30 百万円、減価償却費 37 百万円、仕入債務の増加 56 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 62 百万円、たな卸資産の増加 76 百万円です。 
 投資活動によるキャッシュ・フローは 20 百万円の支出（前期は 18 百万円の支出）となりました。店舗設備の取得、Ｗ

ＥＢサイトリニュアル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 71 百万円の収入（前期は 35 百万円の支出）となりました。短期借入金は純額で

58 百万円減少し、他方で長期借入金が 1 億 29 百万円増加しました。 
 
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 15 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

出店となります。他方で店頭ＩＴインフラの再整備を計画しており、概ね当期と同等にな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。 
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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）や百貨店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）会社の経営の企業理念 
 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、「知性・品性・実用性をそなえたファッション価

値」を「常にお求めやすい価格」で「分かりやすく提供する」ことを通して、お客様に幸せのきっかけをもたらす人間集

団であり続けることを企業理念としております。  
 
（２）目標とする経営指標 
 売上高営業利益率 5％の目標達成に向けて、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、卸販売の

新規取引拡大、インフラの整備、物流及びバックオフィス機能の業務効率化を一層図ってまいります。 
 
（３）中長期的な会社の経営戦略及び課題 
当社グループは、前期に引続き 2 期連続で最終純利益を計上するに至り、長きにわたる赤字体質から黒字体質への転換

を果たすことができました。目標の営業利益率 5%達成に向けて、今後は収益性をさらに向上させ、継続的に発展できる企

業へと変革し、さらなる売上の拡大を目指してまいります。 
そのためには、今一度、足元の課題と向き合い、機動的で強固な企業体質をつくり上げることが必要であると認識して

おり、次年度を「整備の年」と位置づけ、構造改革と成長軌道への足場固めに取り組んでまいります。 
構造改革としては、コスト削減に向けた生産背景の再整備と工場から店頭までの全プロセスの見直し、業務を効率化す

るシステムの再構築、在庫をより効率的に販売し圧縮するディストリビューション改革の 3 つの課題に取り組んでまいり

ます。 
   また、将来の成長へ向けた戦略、施策については、以下のように考えております。 
 

リテール事業 
インショップ業態は、さらなる拡大に向けて店舗什器の改廃、エリア長体制の強化を行います。直営店業態は、出店再

開に向けての店頭インフラの整備、販売促進計画の見直し、アウトレット店舗の見直しを行うと共に、直営店向け新ブラ

ンドをスタートさせてまいります。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ると共に、

顧客管理を充実させ、お客様に頼りにされる店舗を目指してまいります。 
ＮＥＴ業態は、今年度に引続きアウトレット販売のさらなる拡大を行い、サイトの機能をより高度化させ、お客様の利

便性向上をさらに図ってまいります。 
  
ホールセール事業 
ＧＭＳ（総合スーパー）業態は、ＧＭＳ各社の直営ベビー子供服売場の縮小傾向を踏まえ、専門店取引拡大に向けた新

規取引先の開発、アジア市場を中心とした海外事業の拡大を追及してまいります。製品面におきましては、取扱い品目の

拡大を図りながら原価率の改善、ローコスト・オペレーションの徹底追求とディストリビューション改革による在庫の圧

縮により収益性の高い事業へと成長させてまいります。 
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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23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 107 229

受取手形及び売掛金 695 750

商品及び製品 733 814

仕掛品 7 8

原材料及び貯蔵品 36 32

その他 33 12

貸倒引当金 △17 △15

流動資産合計 1,597 1,832

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 23 23

減価償却累計額 △10 △12

建物及び構築物（純額） 13 11

機械装置及び運搬具 9 11

減価償却累計額 △7 △8

機械装置及び運搬具（純額） 1 2

工具、器具及び備品 306 293

減価償却累計額 △241 △247

工具、器具及び備品（純額） 65 46

有形固定資産合計 80 61

無形固定資産   

ソフトウエア 16 12

その他 11 11

無形固定資産合計 27 23

投資その他の資産   

破産更生債権等 445 432

差入保証金 35 30

その他 2 6

貸倒引当金 △411 △409

投資その他の資産合計 71 59

固定資産合計 179 143

資産合計 1,776 1,976
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 368 424

短期借入金 108 50

1年内返済予定の長期借入金 46 47

未払金 95 145

未払法人税等 8 9

返品調整引当金 14 8

ポイント引当金 3 4

その他 80 82

流動負債合計 725 773

固定負債   

長期借入金 － 128

資産除去債務 3 3

固定負債合計 3 132

負債合計 728 906

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 △72 △50

自己株式 △4 △4

株主資本合計 1,048 1,070

純資産合計 1,048 1,070

負債純資産合計 1,776 1,976
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

売上高 4,429 4,808

売上原価 2,309 2,531

売上総利益 2,119 2,277

返品調整引当金戻入額 5 14

返品調整引当金繰入額 14 8

差引売上総利益 2,110 2,282

販売費及び一般管理費 2,055 2,205

営業利益 55 76

営業外収益   

受取利息 0 0

受取配当金 0 －

消費税差益 － 8

その他 3 4

営業外収益合計 3 13

営業外費用   

支払利息 14 13

為替差損 0 2

その他 9 31

営業外費用合計 24 46

経常利益 33 43

特別利益   

投資有価証券割当益 4 －

貸倒引当金戻入額 1 －

特別利益合計 6 －

特別損失   

固定資産除却損 5 10

店舗閉鎖損失 0 1

災害による損失 6 0

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 17 －

その他 0 1

特別損失合計 31 13

税金等調整前当期純利益 8 30

法人税、住民税及び事業税 6 8

法人税等合計 6 8

少数株主損益調整前当期純利益 2 21

当期純利益 2 21
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 連結包括利益計算書 

(単位：百万円)

前連結会計年度 
(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 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 2 21

その他の包括利益   

その他の包括利益合計 － －

包括利益 2 21

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 2 21

少数株主に係る包括利益 － －

㈱キムラタン　（8107）　平成24年3月期決算短信

－9－



（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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24年３月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 903 903

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 903 903

資本剰余金   

当期首残高 221 221

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 221 221

利益剰余金   

当期首残高 △74 △72

当期変動額   

当期純利益 2 21

当期変動額合計 2 21

当期末残高 △72 △50

自己株式   

当期首残高 △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   

当期首残高 1,046 1,048

当期変動額   

当期純利益 2 21

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 2 21

当期末残高 1,048 1,070

純資産合計   

当期首残高 1,046 1,048

当期変動額   

当期純利益 2 21

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 2 21

当期末残高 1,048 1,070
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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22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成24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 8 30

減価償却費 41 37

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1 △4

返品調整引当金の増減額（△は減少） 9 △5

ポイント引当金の増減額（△は減少） 0 1

受取利息及び受取配当金 △0 △0

支払利息 14 13

投資有価証券割当益 △4 －

固定資産除却損 5 10

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 17 －

売上債権の増減額（△は増加） △101 △62

たな卸資産の増減額（△は増加） △117 △76

仕入債務の増減額（△は減少） 211 56

その他 △26 91

小計 58 90

利息及び配当金の受取額 0 0

利息の支払額 △15 △12

法人税等の支払額 △5 △6

営業活動によるキャッシュ・フロー 38 70

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 － △0

有形固定資産の取得による支出 △20 △19

無形固定資産の取得による支出 △0 △6

投資有価証券の売却による収入 4 －

その他の収入 2 7

その他の支出 △3 △2

投資活動によるキャッシュ・フロー △18 △20

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 130 62

短期借入金の返済による支出 △152 △120

長期借入れによる収入 － 200

長期借入金の返済による支出 △13 △70

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 △35 71

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △16 122

現金及び現金同等物の期首残高 123 107

現金及び現金同等物の期末残高 107 229
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（５）継続企業の前提に関する注記 
該当事項はありません。 

 
（６）追加情報 

（会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準等の適用） 
当連結会計年度の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤

謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第 24 号 平成 21 年 12 月４日）及び「会計上の変更及び

誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第 24 号 平成 21 年 12 月４日）を

適用しております。 
 
（７）連結財務諸表に関する注記事項 
（連結貸借対照表関係） 
※１ 譲渡担保資産 
   担保に供している資産は、次のとおりであります。 

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （平成 23 年３月 31 日） （平成 24 年３月 31 日） 
受取手形及び売掛金 620 百万円 213 百万円 
商品及び製品 733  ―  
仕掛品 7  ―  
原材料及び貯蔵品 36  ―  

計 1,399  213  
 
   担保に対応する債務は、次のとおりであります。 

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （平成 23 年３月 31 日） （平成 24 年３月 31 日） 
短期借入金 40 百万円 ― 百万円 
１年内返済予定の長期借入金 ―  33  
長期借入金 ―  44  

計 40  77  
 
※２ 手形割引高 

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （平成 23 年３月 31 日） （平成 24 年３月 31 日） 
受取手形割引高 30 百万円 31 百万円 
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（連結損益計算書関係） 
※ 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は、次のとおりであります。 

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （自 平成 22 年４月 １日 （自 平成 23 年４月 １日 

 至 平成 23 年３月 31 日）  至 平成 24 年３月 31 日） 

売上原価 1 百万円 3 百万円 
 
※ 販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額は、次のとおりであります。 

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （自 平成 22 年４月 １日 （自 平成 23 年４月 １日 

 至 平成 23 年３月 31 日）  至 平成 24 年３月 31 日） 

荷造り及び発送費 92 百万円 115 百万円 
販売促進費 64  35  
ポイント引当金繰入額 6  6  
給料及び手当 625  656  
賞与 31  43  
退職給付費用 9  9  
賃借料 648  726  
支払手数料 245  268  
租税公課 9  10  
減価償却費 37  35  
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。 

 前連結会計年度 当連結会計年度 
 （自 平成 22 年４月 １日 （自 平成 23 年４月 １日 

 至 平成 23 年３月 31 日）  至 平成 24 年３月 31 日） 

工具器具及び備品 5 百万円 10 百万円 
車両運搬具 0  ―  

計 5  10  
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（セグメント情報等） 
（セグメント情報） 
１ 報告セグメントの概要 

当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、

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、平成 23 年４月１日付で組織変更を行っております。これに伴い、新たな社内業績管理体制

を構築したため、業績評価についても変更を行い、当連結会計年度より「リテール事業」と「ホールセ

ール事業」の２つの報告セグメントと致しました。 
なお、当該組織変更を反映した前連結会計年度の報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金

額に関する情報は、当該情報を作成することが困難であるため、当連結会計年度について前連結会計年

度の区分方法により区分した情報により作成しております。 
（単位：百万円） 

報告セグメント 
アパレル事業 

その他 連結財務諸表計

上額 
売上高  
外部顧客への売上高 4,808 ― 4,808 
セグメント間の内部売

上高又は振替高 
― ― ― 

計 4,808 ― 4,808 
セグメント利益 76 ― 76 
セグメント資産 1,976 ― 1,976 
その他の項目  
減価償却費 37 ― 37 
有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 24 ― 24 

 
２ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額の算定方法 

報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

㈱キムラタン　（8107）　平成24年3月期決算短信

－14－



 

３ 報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 
前連結会計年度（自 平成 22 年４月１日 至 平成 23 年３月 31 日） 
当社および当社の連結子会社は、主としてベビー衣料・子供服の販売を行っておりますが、全セグメ

ントの売上高の合計、営業利益および全セグメントの資産の金額の合計額に占める前掲のアパレル事業

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。 
 
当連結会計年度（自 平成 23 年４月１日 至 平成 24 年３月 31 日） 

（単位：百万円） 
報告セグメント  

リテール事業
ホールセー

ル事業 計 
調整額 
(注)１ 

連結財務諸

表計上額 
(注)２ 

売上高  
外部顧客への売上高 3,335 1,473 4,808 ― 4,808
セグメント間の内部売

上高又は振替高 
― ― ― ― ―

計 3,335 1,473 4,808 ― 4,808
セグメント利益 319 67 387 △310 76
セグメント資産 1,196 495 1,692 284 1,976
その他の項目  
減価償却費 28 5 34 3 37
有形固定資産及び無形

固定資産の増加額 18 5 24 0 24

（注）１ セグメント利益の調整額△310 百万円は、各報告セグメントに配分していない全社費用であり、

主に報告セグメントに帰属しない一般管理費であります。 
   ２ セグメント資産の調整額 284 百万円は、各報告セグメントに配分していない全社資産であります。 

３ セグメント利益は、連結損益計算書の営業利益と調整を行っております。 
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（１株当たり情報） 
前連結会計年度 

（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 
（自 平成 23 年４月 １日 

至 平成 24 年３月 31 日） 
 
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 

 
１株当たり純資産額 1.36 円 
１株当たり当期純利益 0.03 円  

（注）１ 潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額については、潜在株式が存在しないため記載しており

ません。 
 
２ １株あたり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

項目 前連結会計年度 
（平成 23 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（平成 24 年３月 31 日） 

純資産の部の合計額(百万円) 1,048 1,070
純資産の部の合計額から控除する

金額(百万円) 
― ―

(うち新株予約権) ― ―

(うち少数株主持分) ― ―

普通株式に係る期末の純資産額(百
万円) 1,048 1,070

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) 790,010 790,010

 
３ １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前連結会計年度 当連結会計年度 
（自 平成 22 年４月１日 （自 平成 23 年４月１日 項目 
 至 平成 23 年３月 31 日）  至 平成 24 年３月 31 日）

１株当たり当期純利益金額 
 当期純利益(百万円) 2 21
 普通株主に帰属しなき金額(百万

円) ― ―

 普通株式に係る当期純利益(百万

円) 2 21

 普通株式の期中平均株式数(数) 790,011 790,010
希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり当期純利益

の算定に含めなかった潜在株式の

概要 

― ―

 
 
（重要な後発事象） 

該当事項はありません。 
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