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1.  平成23年3月期第2四半期の連結業績（平成22年4月1日～平成22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 ％

23年3月期第2四半期 6,693 △11.3 332 △13.2 443 △14.5 207 △27.6
22年3月期第2四半期 7,548 △18.6 383 10.7 518 0.5 286 0.4

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2四半期 9.42 ―
22年3月期第2四半期 13.01 ―

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2四半期 20,976 17,734 84.5 804.10
22年3月期 21,617 17,786 82.3 806.47

（参考） 自己資本   23年3月期第2四半期  17,734百万円 22年3月期  17,786百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  有  
 

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 ― 9.00 9.00
23年3月期 ― 0.00
23年3月期 

（予想） ― 6.00 6.00

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  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 13,900 △8.8 610 △29.5 810 △23.8 320 △40.7 14.51



(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  有  
（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であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期財務諸表のレビュー手続は終了していません。 

※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22年５月12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条件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、四半期決算短信（添付資料）2ページ「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

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2Q 24,771,561株 22年3月期  24,771,561株
② 期末自己株式数 23年3月期2Q  2,717,019株 22年3月期  2,716,913株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年3月期2Q 22,054,582株 22年3月期2Q 22,054,804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、政府による景気浮揚策や新興国への輸出増加などにより景況感

の改善も一部には見られましたが、雇用環境や所得環境の低迷は続き、急激な円高や株価低迷もあり、引き続き厳し

い状況で推移いたしました。  

 ファッション業界におきましては、消費者の節約意識による消費マインド低下が続き、あわせて記録的な猛暑など

の天候不順の影響もあり、非常に厳しい経営環境となりました。  

 このような環境のもと当社グループでは、「選択と集中」、「徹底した独自性の追求」を基本方針に、各事業毎の

方針を執着心を持って実行すると共に、生産性の向上や経費の節減に努めてまいりました。   

 その結果、売上高は66億93百万円（前年同期比11.3％減少）、経常利益は４億43百万円（前年同期比14.5％減少）

となり、四半期純利益は資産除去債務に関する会計基準の初年度適用に伴う影響額72百万円を特別損失で計上しまし

たため、２億７百万円（前年同期比27.6％減少）となりました。  

 事業の種類別セグメントの状況は以下のとおりであります。  

（アパレル事業） 

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、

商品力やブランドロイヤリティの更なる向上、複合ブランドショップの開発、「店頭活性化マニュアル」の徹底活

用による店頭運営力の強化を推進いたしましたが、前連結会計年度に実施した不採算ショップ廃止の影響や記録的

な猛暑などの天候不順の影響もあり、売上高は59億58百万円、営業利益は３億68百万円となりました。  

（テキスタイル事業） 

「プリントのプロ集団」である企画提案型テキスタイルコンバーターとして、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結果、売上高は７億35百万円、営業利益

は９百万円となりました。  

 なお、平成22年４月１日付で、株式会社ポーンが株式会社キングテキスタイルを吸収合併いたしました。 

  

当第２四半期末の総資産は209億76百万円となり、前連結会計年度末比６億40百万円の減少となりました。  

 また、純資産は177億34百万円となり、前連結会計年度末比52百万円の減少となり、自己資本比率は84.5％となりま

した。 

（連結キャッシュ・フローの状況に関する定性的情報）  

 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６

億65百万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売上債権の回収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９億68百万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

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２億３百万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５億６百万円減少し、53億89百万円となりまし

た。 

                       

平成23年３月期の通期の連結業績予想につきましては、本資料において修正しております。  

 なお、業績予想につきましては、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

際の業績は今後のさまざまな要因により予想数値と異なる場合があります。 

  

1. 当四半期の連結業績等に関する定性的情報

(1) 連結経営成績に関する定性的情報

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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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等、かつ、一時差異等の発

生状況に著しい変化がないと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。 
                                                                    

［会計基準等の改正に伴う変更］ 

「資産除去債務に関する会計基準」等の適用 

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２四半期連結累計期間の営業利益、経常利益はそれぞれ１百万円減少しており、税金等調整

前四半期純利益は73百万円減少しております。 

 また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は86百万円であります。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要

(4) 継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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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：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,959 5,966

受取手形及び売掛金 1,698 1,998

商品 1,832 2,013

原材料及び貯蔵品 42 51

繰延税金資産 175 235

その他 239 246

貸倒引当金 △87 △102

流動資産合計 9,860 10,407

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,351 2,346

土地 3,558 3,562

その他（純額） 418 402

有形固定資産合計 6,329 6,311

無形固定資産 62 67

投資その他の資産   

投資有価証券 1,034 1,137

長期貸付金 23 29

繰延税金資産 258 224

投資不動産 2,390 2,416

差入保証金 764 756

その他 365 384

貸倒引当金 △111 △117

投資その他の資産合計 4,725 4,831

固定資産合計 11,116 11,210

資産合計 20,976 21,617
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22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22年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 972 1,158

短期借入金 380 380

1年内返済予定の長期借入金 70 70

未払法人税等 74 268

賞与引当金 220 320

役員賞与引当金 5 14

返品調整引当金 10 14

その他 703 896

流動負債合計 2,436 3,121

固定負債   

退職給付引当金 324 337

資産除去債務 86 －

長期未払金 227 231

その他 168 139

固定負債合計 806 709

負債合計 3,242 3,831

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 8,021 8,012

自己株式 △744 △744

株主資本合計 17,750 17,741

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △16 45

評価・換算差額等合計 △16 45

純資産合計 17,734 17,786

負債純資産合計 20,976 21,617
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 7,548 6,693

売上原価 3,603 3,111

売上総利益 3,944 3,581

販売費及び一般管理費 3,561 3,248

営業利益 383 332

営業外収益   

受取利息 26 13

受取配当金 18 18

受取地代家賃 90 104

その他 36 34

営業外収益合計 172 170

営業外費用   

支払利息 2 2

賃貸費用 22 50

その他 11 7

営業外費用合計 36 60

経常利益 518 443

特別利益   

固定資産売却益 1 0

貸倒引当金戻入額 12 19

特別利益合計 13 20

特別損失   

固定資産除却損 39 58

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 72

特別損失合計 39 130

税金等調整前四半期純利益 492 332

法人税、住民税及び事業税 128 56

法人税等調整額 76 67

法人税等合計 205 124

少数株主損益調整前四半期純利益 － 207

四半期純利益 286 207
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【第２四半期連結会計期間】 

（単位：百万円）

前第２四半期連結会計期間 
(自 平成21年７月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成22年７月１日 
 至 平成22年９月30日) 

売上高 4,198 3,504

売上原価 2,099 1,690

売上総利益 2,098 1,814

販売費及び一般管理費 1,746 1,613

営業利益 352 200

営業外収益   

受取利息 12 5

受取配当金 0 0

受取地代家賃 45 44

その他 20 21

営業外収益合計 79 71

営業外費用   

支払利息 1 1

賃貸費用 10 30

その他 2 0

営業外費用合計 14 32

経常利益 416 240

特別利益   

固定資産売却益 1 0

貸倒引当金戻入額 2 8

特別利益合計 3 9

特別損失   

固定資産除却損 35 53

特別損失合計 35 53

税金等調整前四半期純利益 384 195

法人税、住民税及び事業税 120 49

法人税等調整額 44 19

法人税等合計 165 69

少数株主損益調整前四半期純利益 － 125

四半期純利益 219 125
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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）

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22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 492 332

減価償却費 207 203

その他の償却額 18 13

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 72

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3 △18

賞与引当金の増減額（△は減少） △133 △100

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △6 △9

返品調整引当金の増減額（△は減少） △5 △4

退職給付引当金の増減額（△は減少） △18 △12

受取利息及び受取配当金 △44 △31

支払利息 2 2

固定資産売却損益（△は益） △1 △0

固定資産除却損 39 58

売上債権の増減額（△は増加） 487 302

たな卸資産の増減額（△は増加） 96 189

仕入債務の増減額（△は減少） △662 △185

その他 △150 55

小計 326 867

利息及び配当金の受取額 46 33

利息の支払額 △2 △1

法人税等の支払額又は還付額（△は支払） △213 △233

営業活動によるキャッシュ・フロー 156 665

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 △70 △500

定期預金の払戻による収入 470 －

有形固定資産の取得による支出 △91 △463

有形固定資産の売却による収入 3 4

無形固定資産の取得による支出 △47 △5

投資有価証券の取得による支出 △0 △1

貸付けによる支出 △6 △3

貸付金の回収による収入 15 9

差入保証金の差入による支出 △33 △52

差入保証金の回収による収入 59 44

その他 △14 △1

投資活動によるキャッシュ・フロー 283 △968

財務活動によるキャッシュ・フロー   

リース債務の返済による支出 △3 △5

自己株式の取得による支出 △0 △0

配当金の支払額 △176 △198

財務活動によるキャッシュ・フロー △179 △203

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） 261 △506

現金及び現金同等物の期首残高 7,020 5,896

現金及び現金同等物の四半期末残高 7,281 5,389
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当第２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

該当事項はありません。 
                                 

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 
                                  

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 
                                    

前第２四半期連結累計期間（自 平成21年４月１日 至 平成21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。 

                      

（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。 
                                        

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、国内において衣料品等繊維品事業を行っております。 

 したがって、当社は、事業の種類別セグメントとして「アパレル事業」と「テキスタイル事業」の２つを報告

セグメントとしております。 

 「アパレル事業」は、アパレル・ファッショングッズの企画・仕入・販売、「テキスタイル事業」は、テキス

タイルの企画・仕入・販売を行っております。 

                                                 

当第２四半期連結累計期間（自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日） 

 
（注）１．セグメント利益の調整額 △45百万円には、セグメント間取引消去 0百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用 △46百万円が含まれております。 

尚、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、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。 

                                                 

(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】

【セグメント情報】

１．報告セグメントの概要

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

報告セグメント

調整額 
(注)1

四半期連結 

損益計算書 

計上額 (注)2

アパレル 

事業

テキスタイル 

事業 計

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 5,958 735 6,693 － 6,693
(2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 11 30 41 △41 －

計 5,969 765 6,734 △41 6,693

セグメント利益 368 9 377 △45 332
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当第２四半期連結会計期間（自 平成22年７月１日 至 平成22年９月30日） 

 
（注）１．セグメント利益の調整額 △10百万円には、セグメント間取引消去 1百万円、各報告セグメントに配分して

いない全社費用 △12百万円が含まれております。 

尚、全社費用は、主に報告セグメントに帰属しない販売費及び一般管理費であります。 

２．セグメント利益は、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２四半期連結累計期間(自 平成22年４月１日 至 平成22年９月30日) 

該当事項はありません。  

  

報告セグメント

調整額 
(注)1

四半期連結 

損益計算書 

計上額 (注)2

アパレル 

事業

テキスタイル 

事業 計

（百万円） （百万円） （百万円） （百万円） （百万円）

売上高

(1)外部顧客に対する売上高 3,219 285 3,504 － 3,504
(2)セグメント間の内部売上高 

  又は振替高 4 6 10 △10 －

計 3,223 291 3,515 △10 3,504

セグメント利益 233 △22 211 △10 200

(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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