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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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 ％

24年3月期第3四半期 3,173 △7.1 △137 ― △39 ― △72 ―
23年3月期第3四半期 3,416 △6.5 △130 ― △63 ― △275 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 62百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △311百万円 （―％）

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

24年3月期第3四半期 △4.20 ―
23年3月期第3四半期 △15.97 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第3四半期 4,357 2,708 62.1
23年3月期 4,000 2,646 66.1
（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  2,708百万円 23年3月期  2,646百万円

2.  配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無  ：  無   

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

23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
24年3月期 ― 0.00 ―
24年3月期（予想） 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、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無  ：  無   

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 4,355 △0.2 △157 ― △100 ― △108 ― △6.26



(1) 当四半期連結累計期間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) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  ：  無  

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(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の開示時点においては、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きを実施中です。 
なお、この四半期決算短信は、同レビュー手続きの対象外であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は、当社が現時点で把握可能な情報から判断する一定の前提に基づいた見込みであり、多分に不確定な要素を含んでおります。 
実際の業績は今後様々な要因によって当社の見込みと異なるかもしれないことをご承知おきください。 

4.  その他

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3Q 18,044,715 株 23年3月期 18,044,715 株
② 期末自己株式数 24年3月期3Q 779,261 株 23年3月期 778,301 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 17,265,925 株 23年3月期3Q 17,267,587 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、東日本大震災の影響による低迷から緩やかに回復しつつあるも

のの、欧州の債務危機を背景とした世界経済の減速懸念や円高の進行などから景気の先行きは不透明な状況で推移い

たしました。 

  このような環境の下で当社グループは前期に引き続きオーダーメイドを柱に経営資源の集約化をするとともにブラ

ンド力の強化に取り組んでまいりました。経営成績につきましては、売上高は退店等の影響や消費自粛ムードもあり

3,173百万円（前年同四半期比7.1%減）となりました。利益面については前期に引き続き売上総利益率の改善と販売

費及び一般管理費の削減等を行いましたが、営業損失137百万円（前年同四半期は130百万円の営業損失）となりまし

た。また、主に受取配当金33百万円や助成金収入26百万円等があったこと等により経常損失は39百万円（前年同四半

期は63百万円の経常損失）となりました。四半期純利益については減損損失８百万円の計上等及び法人税等21百万円

の計上により、四半期純損失72百万円（前年同四半期は275百万円の四半期純損失)となりなりました。 

 セグメント別では、小売事業が売上高1,497百万円（前年同四半期比9.4%減）、セグメント損失137百万円(前年同

四半期は144百万円のセグメント損失)、卸売事業が売上高1,162百万円（前年同四半期比9.4%減）、セグメント損失

43百万円(前年同四半期は39百万円のセグメント損失)、受託縫製事業が売上高487百万円（前年同四半期比6.7%

増）、セグメント損失15百万円(前年同四半期は８百万円のセグメント利益)となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

 当第３四半期末における総資産は4,537百万円となり、前連結会計年度末に比べ356百万円増加いたしました。 

主な要因は、保有している投資有価証券の時価が回復したことによる増加及び当第３四半期会計期間末が銀行休業日

にあたるため、売掛金及び受取手形の残高の一部が翌四半期に繰り越されたことによるものであります。 

負債につきましては前事業年度末に比べ294百万円増加し1,648百万円となりました。主な要因としては当第３四半期

会計期間末日が銀行休業日にあたるため買掛金及び未払金の決済が翌四半期にづれこんだことによるものでありま

す。 

純資産につきましては、前事業年度末に比べ62百万円増加し2,708百万円となりました。主な要因としては四半期純

損失72百万円を計上した一方で、投資有価証券の時価回復に伴いその他有価証券評価差額金が134百万円増加したこ

とによるものであります。  

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第3四半期までの業績につきましては、概ね計画どおり推移しております。平成24年３月期の業績予想につきま

しては、平成23年５月14日に公表いたしました連結業績予想に変更はございません。  

   なお、この予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報を前提としております。実際の業績は今後様々な  

要因により大きく異なる結果となる可能性があります 

   

   

（１）当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 

  該当事項はありません。 

    

（２）四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

 該当事項はありません。 

   

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

 該当事項はありません。 

（４）追加情報 

   第１四半期連結会計期間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。 

   

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（その他）に関する事項
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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：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 699,126 690,263

受取手形及び売掛金 404,647 537,454

商品及び製品 166,520 170,292

仕掛品 15,229 20,783

原材料 142,224 143,937

その他 76,251 104,502

貸倒引当金 △4,710 △2,454

流動資産合計 1,499,288 1,664,780

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 151,762 174,763

その他（純額） 274,309 306,206

有形固定資産合計 426,071 480,969

無形固定資産   

その他 10,431 9,314

無形固定資産合計 10,431 9,314

投資その他の資産   

投資有価証券 1,010,416 1,162,818

敷金及び保証金 826,217 823,992

その他 342,101 313,847

貸倒引当金 △113,996 △98,390

投資その他の資産合計 2,064,739 2,202,267

固定資産合計 2,501,243 2,692,551

資産合計 4,000,531 4,357,332

負債の部   

流動負債   

買掛金 181,766 343,795

未払法人税等 11,178 16,599

ポイント引当金 36,735 32,089

その他 302,435 405,514

流動負債合計 532,116 797,999

固定負債   

退職給付引当金 493,375 500,388

役員退職慰労引当金 89,013 84,089

資産除去債務 219,429 227,401

その他 20,552 39,110

固定負債合計 822,370 850,989

負債合計 1,354,487 1,648,989
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,727,560 2,727,560

資本剰余金 882,948 242,303

利益剰余金 △776,663 △208,598

自己株式 △79,225 △79,274

株主資本合計 2,754,620 2,681,991

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △108,575 26,351

その他の包括利益累計額合計 △108,575 26,351

純資産合計 2,646,044 2,708,342

負債純資産合計 4,000,531 4,357,332
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（四半期連結損益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 3,416,019 3,173,354

売上原価 1,590,692 1,495,449

売上総利益 1,825,327 1,677,904

販売費及び一般管理費 1,955,858 1,815,389

営業損失（△） △130,531 △137,485

営業外収益   

受取利息 2,141 1,816

受取配当金 39,189 33,366

受取手数料 10,462 9,425

貸倒引当金戻入額 － 17,861

助成金収入 6,920 26,268

雑収入 13,518 10,670

営業外収益合計 72,232 99,410

営業外費用   

支払利息 415 426

雑損失 4,802 1,487

営業外費用合計 5,217 1,913

経常損失（△） △63,516 △39,988

特別利益   

貸倒引当金戻入額 1,652 －

資産除去債務履行差額 1,006 －

特別利益合計 2,658 －

特別損失   

固定資産除却損 564 －

固定資産処分損 976 －

投資有価証券評価損 － 2,057

減損損失 450 8,617

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 206,376 －

特別損失合計 208,368 10,675

税金等調整前四半期純損失（△） △269,226 △50,664

法人税、住民税及び事業税 6,473 21,915

法人税等合計 6,473 21,915

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △275,700 △72,580

四半期純損失（△） △275,700 △72,580
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（四半期連結包括利益計算書） 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

少数株主損益調整前四半期純損失（△） △275,700 △72,580

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △35,915 134,927

その他の包括利益合計 △35,915 134,927

四半期包括利益 △311,615 62,347

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △311,615 62,347
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 該当事項はありません。     

   

Ⅰ 前第３四半期連結累計期間（自平成22年４月１日 至平成22年12月31日） 

１．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  

                                                                                         （単位：千円） 

  （注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない持株会社としての管理業務、不動産賃貸業等を含んで

      おります。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項）  

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  （固定資産に係る重要な減損損失） 

     該当事項はありません。   

  （のれんの金額の重要な変動） 

    該当事項はありません。    

  （重要な負ののれん発生益） 

   該当事項はありません。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報等

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
小売事業 卸売事業 

受託縫製 
事業 

計 

売上高             

外部顧客への売上高 1,652,725  1,283,935  457,196  3,393,857  22,162  3,416,019

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

 －  －  1,524,970  1,524,970  △1,524,970  －

計  1,652,725  1,283,935  1,982,167  4,918,827  △1,502,807  3,416,019

セグメント利益又は損失（△）  △144,475  △39,471  8,830  △175,116  29,294  △145,822

     （単位：千円）         

利益 金額 

報告セグメント計  △175,116

「その他」の区分の利益  29,294

セグメント間取引消去  4,282

棚卸資産の調整額  204

その他の調整額  10,804

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △130,531
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Ⅱ 当第３四半期連結累計期間（自平成23年４月１日 至平成23年12月31日） 

１．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  

  （注）「その他」の区分は、報告セグメントに含まれない持株会社としての管理業務、不動産賃貸業等を含んで

おります。 

２．報告セグメントの利益又は損失の金額の合計額と四半期連結損益計算書計上額との差額及び当該差額の主

な内容（差異調整に関する事項） 

３．報告セグメントごとの固定資産の減損損失又はのれん等に関する情報 

  （固定資産に係る重要な減損損失） 

     該当事項はありません。    

  （のれんの金額の重要な変動） 

    該当事項はありません。   

  （重要な負ののれん発生益） 

   該当事項はありません。 

 平成23年６月29日開催の第67期定時株主総会に資本準備金の額の減少及び剰余金の処分について、以下の内容に

ついて付議することを決議し、同株主総会にて承認可決されております。 

１.資本準備金の額の減少の要領 

  (1) 減少する準備金の額 

    資本準備金      593,587千円 

  (2) 増加する剰余金の額 

    その他資本剰余金   593,587千円 

  ２.剰余金の処分の要領 

  (1) 減少する剰余金の額 

    その他資本剰余金   640,645千円 

  (2) 増加する剰余金の額 

    繰越利益剰余金    640,645千円 

  上記の結果、第１四半期連結会計期間において資本剰余金が640,645千円減少し、利益剰余金が640,645千円増加

しております。当第３四半期連結会計期間末においては資本準備金が242,303千円、利益剰余金が△208,598千円

となっております。     

 該当事項はありません。   

  （単位：千円）   

  

報告セグメント 
その他 
（注） 

合計 
小売事業 卸売事業 

受託縫製 
事業 

計 

売上高             

外部顧客への売上高 1,497,707  1,162,892  487,762  3,148,363  24,991  3,173,354

セグメント間の内部売上高又
は振替高 

 －  －  1,338,649  1,338,649  △1,338,649  －

計  1,497,707  1,162,892  1,826,412  4,487,012  △1,313,657  3,173,354

セグメント利益又は損失（△）  △137,756  △43,373  △15,472  △196,602  53,051  △143,551

       （単位：千円）

利益 金額 

報告セグメント計  △196,602

「その他」の区分の利益  53,051

セグメント間取引消去  4,282

棚卸資産の調整額  1,034

その他の調整額  750

四半期連結損益計算書の営業損失（△）  △137,485

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

（７）重要な後発事象
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