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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9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 ％

21年3月期第2四半期 9,269 ― 346 ― 516 ― 285 ―
20年3月期第2四半期 9,934 △1.1 358 △20.3 524 △13.1 294 △13.3

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

21年3月期第2四半期 12.70 ―
20年3月期第2四半期 13.08 ―

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

21年3月期第2四半期 21,781 17,544 80.5 780.26
20年3月期 22,536 17,590 78.1 782.23

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  17,544百万円 20年3月期  17,590百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  有   

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― 0.00 ― 11.00 11.00
21年3月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ――― ― 8.00 8.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有   

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 18,800 △7.7 660 △25.0 960 △20.5 440 △31.1 19.57

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  

［（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。］  

(2) 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  有  

［（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。］  

(3) 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（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もの） 

［（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】 ４．その他をご覧下さい。］  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年5月15日に公表いたしました連結業績予想は、本資料において修正しております。 
２．本資料に記載されている業績見通し等の将来に対する記述は、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。上記業績予想の具体的修正内容は本日別途開示いたします「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧 
 下さい。 
３．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指 
 針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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 有

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  24,771,561株 20年3月期  24,771,561株
② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  2,286,327株 20年3月期  2,284,381株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  22,486,137株 20年3月期第2四半期  22,490,642株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題による米国経済の減速や原油・原材料

価格の上昇が企業収益を圧迫し、堅調に推移していた民間設備投資も鈍化傾向を示すなど、景気は減速基調で推移い

たしました。ファッション業界に大きな影響を与える個人消費につきましても、株価下落や物価上昇などが消費者の

生活防衛意識を高めることとなり、消費マインドが低調なまま推移する厳しい経営環境が続きました。  

 このような環境のもと当社グループでは、「時代をデザインする」というコンセプトのもと、アパレル及びファッ

ショングッズ部門におきましては、消費者からの更なる安心・信頼・満足を勝ち得るべく、高品質・高品位の「強い

ものづくり」の継続を基本に、引続き複数の自社ブランドで構成される複合ブランドショップ（それぞれのブランド

がそのコンセプトを明確に表現しているショップ）の開発を積極的に行いました。また、店頭視点を重視しての商

品・店舗・販売スタッフ一体化による店頭運営力の向上を図ると共に、新ブランドの開発にも注力いたしました。

2009年春物より店頭展開いたしますレディスのライセンスブランド「ＡＵＳＴＩＮ ＲＥＥＤ（オースチン リー

ド）」は、英国王室御用達の認定を受けた格調高いパーソナリティに加え、パリの強力なクリエイティブチームと弊

社のデザインチームとの力の結集により、シンプルな「香り」の中に、「気品と優雅さ」を感じさせるコンテンポラ

リーなスタイルを提案いたします。 

 一方、テキスタイル部門では、「プリントのプロ集団」であることが事業の基軸であることを基本に、プリントを

中心とした企画提案型テキスタイルコンバーターとしての地位を確固たるものとすべく、意匠企画力の向上による高

感度・高品質商品の提供を行うと共に、新規得意先の開拓にも注力いたしました。また、グループとしては、より一

層の生産コストの合理化や経費の節減に努めてまいりました。 

 以上の結果、売上高は92億69百万円、経常利益は５億16百万円、四半期純利益は２億85百万円となりました。 

 事業部門別売上高は以下のとおりであります。 

 
  

当第２四半期末の総資産は、217億81百万円となり、前連結会計年度末比７億54百万円の減少となりました。  

 また、純資産は、175億44百万円となり、前連結会計年度末比45百万円の減少となり、自己資本比率は、80.5％とな

りました。 

（キャッシュ・フローの状況）  

 当第２四半期連結累計期間のキャッシュ・フローの状況につきましては、営業活動によるキャッシュ・フローは16

百万円増加いたしました。これは主に、税金等調整前四半期純利益の計上と仕入債務の減少等によるものでありま

す。  

 投資活動によるキャッシュ・フローは７億７百万円減少いたしました。これは主に、定期預金の預入による支出と

専門店・百貨店への店舗内装設備への支出によるものであります。  

 財務活動によるキャッシュ・フローは２億47百万円減少いたしました。これは主に、配当金の支払によるものであ

ります。  

 これらの結果、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ９億39百万円減少し、53億97百万円となりまし

た。 

【定性的情報・財務諸表等】

１．連結経営成績に関する定性的情報

事  業  部  門  別  売  上  高

（単位：百万円）

区 分

前第２四半期  
連結累計期間

当第２四半期 
連結累計期間

前連結会計年度

自 平成19年4月 1日 自 平成20年4月 1日 増 減 自 平成19年4月 1日

至 平成19年9月30日 至 平成20年9月30日 至 平成20年3月31日

金 額 構成比 金 額 構成比 金 額 増減率 金 額 構成比

％ ％ ％ ％

ア   パ   レ   ル 7,681 77.3 7,130 76.9 △551 △7.2 16,086 79.0

テ キ ス タ イ ル 1,442 14.5 1,361 14.7 △81 △5.6 2,514 12.3

ファッショングッズ 796 8.0 762 8.2 △34 △4.3 1,726 8.5

そ      の      他 13 0.2 15 0.2 1 14.4 31 0.2

合       計 9,934 100.0 9,269 100.0 △664 △6.7 20,359 100.0

２．連結財政状態に関する定性的情報
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業績予想につきましては、本日別途開示いたします「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

  
  

該当事項はありません。 
                                                                  

① 簡便な会計処理 

１．固定資産の減価償却費の算定方法 

定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法に

よっております。 
                                                                               

２．繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境や一時差異等の発生状況に

著しい変化が認められた場合には、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックスプランニング

に当該影響を加味して算出したものを利用する方法によっております。 
        

② 四半期財務諸表の作成に特有の会計処理 

該当事項はありません。 
                                                                    

① 会計基準等の改正に伴う変更 

１．「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準第12号)及び

「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基準適用

指針第14号)を第１四半期連結会計期間から適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半

期連結財務諸表を作成しております。 

２．「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を第

１四半期連結会計期間から適用し、評価基準については、原価法（季越品については販売可能価額まで評価換え

を実施）から原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間の売上総利益、営業利益、経常利益

及び税金等調整前四半期純利益に与える影響は軽微であります。 

                                                       

② ①以外の変更 

  「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成５年６月17日 最終改正平成19年３月30日 企

業会計基準第13号）及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準委員会 平成６年１月18日

最終改正平成19年３月30日 企業会計基準適用指針第16号）を第１四半期連結会計期間から早期に適用し、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から通常の売買

取引に係る方法に準じた会計処理に変更し、リース資産として計上しております。 

 また、リース資産の減価償却の方法は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとして算定する方法によ

っております。 

 なお、リース取引開始日が適用初年度開始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。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、当第２四半期連結累計期間のリース資産が有形固定資産に20百

万円、リース債務が流動負債に４百万円、固定負債に16百万円計上されておりますが、営業利益、経常利益及び

税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 

３．連結業績予想に関する定性的情報

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)

(2) 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

(3) 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
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5. 【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２四半期連結会計期間末
(平成20年９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20年３月31日)

資産の部 

流動資産

現金及び預金 5,767 6,407

受取手形及び売掛金 3,019 3,104

商品 2,969 2,864

貯蔵品 18 18

繰延税金資産 224 283

その他 342 324

貸倒引当金 △114 △68

流動資産合計 12,226 12,934

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 2,422 2,553

土地 3,649 3,649

その他（純額） 514 532

有形固定資産合計 6,586 6,735

無形固定資産 42 36

投資その他の資産

投資有価証券 1,417 1,557

長期貸付金 51 64

繰延税金資産 79 23

差入保証金 884 883

その他 591 383

貸倒引当金 △99 △84

投資その他の資産合計 2,926 2,829

固定資産合計 9,554 9,601

資産合計 21,781 22,536
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９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20年３月31日)

負債の部 

流動負債

支払手形及び買掛金 1,818 2,225

短期借入金 380 380

未払法人税等 143 123

賞与引当金 314 412

役員賞与引当金 7 14

返品調整引当金 34 46

その他 727 949

流動負債合計 3,424 4,150

固定負債

長期借入金 70 70

退職給付引当金 368 380

長期未払金 236 236

その他 137 109

固定負債合計 812 795

負債合計 4,237 4,945

純資産の部

株主資本

資本金 2,346 2,346

資本剰余金 8,127 8,127

利益剰余金 7,459 7,421

自己株式 △657 △656

株主資本合計 17,275 17,237

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 269 352

評価・換算差額等合計 269 352

純資産合計 17,544 17,590

負債純資産合計 21,781 22,536
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  (2)【四半期連結損益計算書】

【第２四半期連結累計期間】 

（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９月30日) 

売上高 9,269

売上原価 4,542

売上総利益 4,727

販売費及び一般管理費 4,381

営業利益 346

営業外収益

受取利息 25

受取配当金 20

受取地代家賃 91

その他 63

営業外収益合計 200

営業外費用

支払利息 3

その他 27

営業外費用合計 30

経常利益 516

特別利益

固定資産売却益 4

貸倒引当金戻入額 2

特別利益合計 6

特別損失

固定資産除却損 42

特別損失合計 42

税金等調整前四半期純利益 480

法人税、住民税及び事業税 133

法人税等調整額 61

法人税等合計 194

四半期純利益 285
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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）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
至 平成20年９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 480

減価償却費 273

その他の償却額 19

貸倒引当金の増減額（△は減少） 72

賞与引当金の増減額（△は減少） △97

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △7

返品調整引当金の増減額（△は減少） △12

退職給付引当金の増減額（△は減少） △11

受取利息及び受取配当金 △45

支払利息 3

固定資産売却損益（△は益） △4

固定資産除却損 42

売上債権の増減額（△は増加） 59

たな卸資産の増減額（△は増加） △104

仕入債務の増減額（△は減少） △407

その他 △188

小計 72

利息及び配当金の受取額 46

利息の支払額 △2

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △99

営業活動によるキャッシュ・フロー 16

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 △570

定期預金の払戻による収入 70

有形固定資産の取得による支出 △198

有形固定資産の売却による収入 7

投資有価証券の取得による支出 △0

貸付けによる支出 △16

貸付金の回収による収入 27

差入保証金の差入による支出 △36

差入保証金の回収による収入 31

その他の支出 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △707

財務活動によるキャッシュ・フロー

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △247

財務活動によるキャッシュ・フロー △247

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） △939

現金及び現金同等物の期首残高 6,337

現金及び現金同等物の四半期末残高 5,397
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当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会

計基準の適用指針」(企業会計基準適用指針第14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い

四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める衣料品等繊維品事業の割合がいずれも90％を超えて

いるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

                     

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

在外連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

                         

当第２四半期連結累計期間（自 平成20年４月１日 至 平成20年９月30日） 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

                                 

（単位：百万円） 

 
  

(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

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 2,346 8,127 7,421 △656 17,237

当第２四半期連結会計期間末まで
の変動額

 剰余金の配当 △247 △247

 四半期純利益 285 285

 自己株式の取得 △0 △0

当第２四半期連結会計期間末まで
の変動額合計 － － 38 △0 37

当第２四半期連結会計期間末残高 2,346 8,127 7,459 △657 17,275
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「参考」

 前中間連結損益計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)
百分比 

(％)

Ⅰ 売上高 9,934 100.0

Ⅱ 売上原価 5,015 50.5

   売上総利益 4,918 49.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費 4,560 45.9

   営業利益 358 3.6

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 17

 ２ 受取配当金 26

 ３ 受取地代家賃 87

 ４ 仕入割引 47

 ５ その他 22 201 2.0

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 2

 ２ 売上割引 3

 ３ 賃貸等資産維持管理費 28

 ４ その他 0 34 0.3

   経常利益 524 5.3

Ⅵ 特別利益

   貸倒引当金戻入額 7 7 0.0

Ⅶ 特別損失

   固定資産除却損 22 22 0.2

   税金等調整前中間純利益 509 5.1

   法人税、住民税及び事業税 157

   法人税等調整額 57 215 2.1

   中間純利益 294 3.0
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 前中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間

(自 平成19年４月１日

  至 平成19年９月30日)

区分 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間純利益 509

 ２ 減価償却費 251

 ３ その他の投資償却費 16

 ４ 貸倒引当金の増加額 5

 ５ 賞与引当金の減少額 △114

 ６ 役員賞与引当金の減少額 △13

 ７ 返品調整引当金の減少額 △21

 ８ 退職給付引当金の減少額 △1

 ９ 役員退職金引当金の減少額 △187

 10 長期未払金の増加額 236

 11 受取利息及び受取配当金 △44

 12 支払利息 2

 13 固定資産除却損 22

 14 売上債権の増加額 △66

 15 たな卸資産の増加額 △209

 16 仕入債務の減少額 △150

 17 その他 △42

    小計 195

 18 利息及び配当金の受取額 44

 19 利息の支払額 △3

 20 法人税等の支払額 △390

   営業活動によるキャッシュ・フロー △153

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 有形固定資産の取得による支出 △282

 ２ 有形固定資産の売却による収入 1

 ３ 無形固定資産の取得による支出 △0

 ４ 投資有価証券の取得による支出 △0

 ５ 貸付による支出 △15

 ６ 貸付金の回収による収入 16

 ７ 保証金の差入による支出 △43

 ８ 保証金の返還による収入 50

 ９ その他の投資の取得による支出 △6

   投資活動によるキャッシュ・フロー △281

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 長期借入金の返済による支出 △5

 ２ 自己株式の取得による支出 △0

 ３ 配当金の支払額 △224

   財務活動によるキャッシュ・フロー △230

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 ―

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △665

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,350

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 4,684
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