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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6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1四半期 4,976 ― 213 ― 232 ― 223 ―
20年3月期第1四半期 4,842 1.2 50 △68.9 56 △64.9 29 △74.1

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1四半期 27.85 ―
20年3月期第1四半期 3.62 ―

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1四半期 15,007 5,889 38.9 726.21
20年3月期 14,562 5,551 37.7 683.14

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  5,834百万円 20年3月期  5,488百万円

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  無   

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 0.00 0.00 4.00 4.00
21年3月期 0.00 ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― 0.00 0.00 4.00 4.00

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） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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

第2四半期連結累計期間 8,900 2.8 60 ― 40 ― 25 ― 3.11
通期 16,800 3.3 120 ― 100 ― 70 ― 8.71

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) 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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。  

(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、２ページ【定性的情報・財務諸表等】 4.その他をご覧ください。  

(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. 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。 
2. 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 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  8,046,233株 20年3月期  8,046,233株
② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  11,568株 20年3月期  11,568株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  8,034,665株 20年3月期第1四半期  8,034,714株



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

     　当第１四半期連結会計期間における日本経済は、企業収益、設備投資の伸び悩みなど、景気の減速が鮮明にな

る中、個人消費についても、ガソリンや食料品の小売価格の値上げなどにより低迷するなど、さらに厳しい状況

で推移しました。

　当社グループの主要な得意先である量販店・紳士服専門店・カジュアル専門店などでも、売上は伸び悩み、店

頭在庫過多からくる仕入調整の傾向が見られました。

　このような環境の下、当社グループでは、カジュアルウエアがヤングカジュアルを中心とした売上不振により

伸び悩んだものの、主力のドレスシャツアイテムにおいては、低価格にも対応できる当社の多様な海外生産背景

や企画提案力を活かして、販路・シェアを維持拡大し、売上を伸ばしました。

　この結果、第１四半期連結会計期間における売上高は49億76百万円（前年同期比2.8％増）となり、昨年来取り

組んでいる為替予約の強化をはじめとする原価抑制策の効果により、経常利益は2億32百万円、当期純利益は2億

23百万円と、円安ドル高による原価上昇の影響を受けた前年同期に比べ大きく改善しました。

事業のセグメント別の業績は以下のとおりであります。

①事業の種類別セグメント

　　シャツ製造販売事業は、上述の要因により売上高49億66百万円（前年同期比2.7％増）、営業利益は2億10

　百万円（前年同期比319.4％増）となりました。

　  不動産賃貸事業については、昨年度下半期より、１物件を新たに事業に供したことにより、売上高は10百

  万円（前年同期比26.9％増）、営業利益3百万円（前年同期比309.4％増）となりました。

②所在地別セグメント

　  日本国内においては、上述の諸要因により、売上高46億55百万円（前年同期比1.3％増）、営業利益2億7百

  万円（前年同期比261.3％増）となりました。

    アジア地域においては、上海山喜の生産抑制などにより売上高は8億88百万円（前年同期比△1.2％減）と

  減少しましたが、ラオス工場の収益改善などにより、営業損失は11百万円と前年に比べ改善しました。

 

２．連結財政状態に関する定性的情報

　当第１四半期連結会計期間末における総資産は150億7百万円で、前連結会計年度末比4億45百万円増加しました。

なお、当第１四半期連結会計期間における重要な資産の変動はありません。

　負債合計は、91億18百万円で前連結会計年度末比1億6百万円増加しました。これは長期借入金が46百万円増加

したこと等によるものであります。

　純資産合計は58億89百万円となり、前連結会計年度末比3億38百万円増加しました。これは四半期純利益2億23

百万円を計上した他、評価換算差額が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

　　 第２四半期連結累計期間および通期の業績につきましては概ね計画通り進んでおり、平成20年4月30日に公表時

から変更しておりません。

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）

　該当事項はありません。

（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

　①法人税等の計上基準

　   法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する方法

    によっております。

（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

　  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。



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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 1,052,170 1,081,573

受取手形及び売掛金 3,302,495 2,768,167

製品 4,291,384 4,759,259

原材料 267,313 299,430

仕掛品 79,323 60,175

その他 909,891 421,290

貸倒引当金 △2,830 △2,010

流動資産合計 9,899,749 9,387,886

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,915,429 1,964,900

土地 2,193,424 2,216,802

その他（純額） 372,952 375,777

有形固定資産合計 4,481,806 4,557,481

無形固定資産 401,452 400,830

投資その他の資産 224,771 216,446

固定資産合計 5,108,030 5,174,758

繰延資産 17 19

資産合計 15,007,796 14,562,664

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,696,029 2,622,680

短期借入金 3,068,378 2,819,413

1年内返済予定の長期借入金 769,944 1,008,044

未払法人税等 15,964 19,630

賞与引当金 160,650 114,900

返品調整引当金 138,000 126,000

その他 737,145 819,530

流動負債合計 7,586,111 7,530,199

固定負債   

長期借入金 1,085,982 1,039,193

役員退職慰労引当金 30,870 29,950

その他 415,180 412,308

固定負債合計 1,532,032 1,481,451

負債合計 9,118,143 9,011,650



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,940,997 2,940,997

資本剰余金 2,946,470 2,946,470

利益剰余金 △439,728 △631,353

自己株式 △1,775 △1,775

株主資本合計 5,445,964 5,254,338

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 39,558 35,356

繰延ヘッジ損益 △69,754 △285,335

土地再評価差額金 368,457 368,457

為替換算調整勘定 50,619 115,957

評価・換算差額等合計 388,881 234,436

少数株主持分 54,807 62,238

純資産合計 5,889,653 5,551,014

負債純資産合計 15,007,796 14,562,664



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

売上高 4,976,302

売上原価 3,564,732

返品調整引当金繰入額 12,000

売上総利益 1,399,570

販売費及び一般管理費 1,185,968

営業利益 213,601

営業外収益  

受取利息 4,415

仕入割引 10,789

為替差益 22,438

受取配当金 1,339

その他 10,545

営業外収益合計 49,528

営業外費用  

支払利息 23,066

その他 7,374

営業外費用合計 30,441

経常利益 232,688

特別利益  

固定資産売却益 3,152

特別利益合計 3,152

特別損失  

固定資産売却損 31

特別損失合計 31

税金等調整前四半期純利益 235,810

法人税、住民税及び事業税 8,943

法人税等合計 8,943

少数株主利益 3,102

四半期純利益 223,764



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６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 235,810

減価償却費 65,693

受取利息及び受取配当金 △5,755

支払利息 23,066

固定資産除売却損益（△は益） △3,121

売上債権の増減額（△は増加） △548,297

たな卸資産の増減額（△は増加） 453,866

仕入債務の増減額（△は減少） 109,732

未収入金の増減額（△は増加） △499,698

その他 177,127

小計 8,425

利息及び配当金の受取額 5,128

利息の支払額 △29,507

法人税等の支払額 △13,282

営業活動によるキャッシュ・フロー △29,236

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 △120,428

有形固定資産の取得による支出 △55,471

有形固定資産の売却による収入 20,036

投資有価証券の取得による支出 △479

その他 114

投資活動によるキャッシュ・フロー △156,228

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） 297,282

長期借入れによる収入 300,000

長期借入金の返済による支出 △491,311

配当金の支払額 △29,410

財務活動によるキャッシュ・フロー 76,560

現金及び現金同等物に係る換算差額 △40,927

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △149,831

現金及び現金同等物の期首残高 579,256

現金及び現金同等物の四半期末残高 429,425



　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。

（４）継続企業の前提に関する注記

　該当事項はありません。

（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

 

当第1四半期連結累計期間（自　平成20年4月1日　至　平成20年6月30日）

 

シャツ製造

販売事業

（千円）

不動産賃貸

事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売

上高
4,966,154 10,148 4,976,302 － 4,976,302

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高
－ － － － －

計 4,966,154 10,148 4,976,302 － 4,976,302

営業利益 210,235 3,365 213,601 － 213,601

 

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、事業内容等を勘案して区分したものであります。

２．各区分に属する主要な事業の内容

  シャツ製造販売事業・・・ドレスシャツ、カジュアル及びレディースシャツの製造販売に関する事業

  不動産賃貸事業・・・・・不動産の賃貸に関する事業

ｂ．所在地別セグメント情報

 

当第1四半期連結累計期間（自　平成20年4月1日　至　平成20年6月30日）

 
日本

（千万円）
アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 4,655,935 320,367 4,976,302 － 4,976,302

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ 567,679 567,679 (567,679) －

計 4,655,935 888,047 5,543,982 (567,679) 4,976,302

営業利益 207,048 △11,427 195,621 17,980 213,601

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域・・・アジア：タイ、中国、ラオス、シンガポール

ｃ．海外売上高

当第1四半期連結累計期間（自　平成20年4月1日　至　平成20年6月30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。

 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前第1四半期連結累計期間
（自　平成19年4月1日
至  平成19年6月30日）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 4,842,569

Ⅱ　売上原価 3,513,082

売上総利益 1,329,486

Ⅲ　販売費及び一般管理費 1,278,542

営業利益 50,944

Ⅳ　営業外収益 35,242

　受取利息 6,760

　配当金 1,588

　仕入割引 5,890

　その他 21,002

Ⅴ　営業外費用 29,849

　支払利息 23,402

　その他 6,446

経常利益 56,337

Ⅵ　特別利益 93

　固定資産売却益 93

Ⅶ　特別損失 28,244

　過年度役員退職慰労引当金繰入 26,150

　固定資産除売却損 2,094

税金等調整前四半期純利益 28,186

税金費用 3,509

　少数株主損失(△) △4,431

四半期純利益 29,109



（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

前第1四半期連結累計期間
（自　平成19年4月1日
至  平成19年6月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・フロー  

　1   税金等調整前四半期純利益 28,186

　2   減価償却費 68,553

　3   受取利息及び受取配当金 △8,348

　4   支払利息 23,402

　5   固定資産除売却損益 2,094

　6   売上債権の増加額 △551,496

　7   たな卸資産の減少額 205,991

　8   仕入債務の減少額 △1,846

　9   その他 95,517

小計 △137,945

　10  利息及び配当金の受取額 7,927

　11  利息の支払額 △20,184

　12  法人税等の支払額 △12,892

営業活動によるキャッシュ・フロー △163,095

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 △15.113

　2   有形固定資産の売却による収入 93

　3   投資有価証券の取得による支出 △541

　4   その他 25

投資活動によるキャッシュ・フロー △15,536

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー  

　1   短期借入金の純増加額 63,466

　2   長期借入れによる収入 180,000

　3   長期借入金の返済による支出 △156,311

　4   自己株式の取得による支出 △22

　5   配当金の支払額 △28,946

財務活動によるキャッシュ・フロー 58,186



前第1四半期連結累計期間
（自　平成19年4月1日
至  平成19年6月30日）

区分 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 19,552

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △100,892

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 612,268

Ⅶ　現金及び現金同等物の四半期末残高 511,375



（３）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前第1四半期連結累計期間　（自　平成19年4月1日　至　平成19年6月30日）

 
シャツ製造販売

事業
（千円）

不動産賃貸事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 4,834,571 7,997 4,842,569 － 4,842,569

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － －

計 4,834,571 7,997 4,842,569 － 4,842,569

営業利益 50,121 822 50,944 － 50,944

 

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、事業内容等を勘案して区分したものであります。

２．各区分に属する主要な事業の内容

  シャツ製造販売事業・・・ドレスシャツ、カジュアル及びレディースシャツの製造販売に関する事業

　不動産賃貸事業・・・・・不動産の賃貸に関する事業

ｂ．所在地別セグメント情報

前第1四半期連結累計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年6月30日）

 
日本

（千万円）
アジア
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

売上高      

(1）外部顧客に対する売上高 4,597,381 245,187 4,842,569 － 4,842,569

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ 653,590 653,590 (653,590) －

計 4,597,381 898,777 5,496,159 (653,590) 4,842,569

営業利益 57,314 △21,972 35,342 15,601 50,944

 

　（注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。

２．日本以外の区分に属する主な国又は地域・・・アジア：タイ、中国、ラオス

ｃ．海外売上高

前第1四半期連結累計期間（自　平成19年4月1日　至　平成19年6月30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。
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