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1.  平成22年3月期第2四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21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 ％

22年3月期第2四半期 8,102 △6.0 108 21.7 27 △66.0 28 △41.7
21年3月期第2四半期 8,622 ― 88 ― 81 ― 48 ―

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

22年3月期第2四半期 3.52 ―
21年3月期第2四半期 6.03 ―

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

22年3月期第2四半期 13,728 5,053 36.4 621.91
21年3月期 13,526 5,265 38.6 650.49

（参考） 自己資本   22年3月期第2四半期  4,996百万円 21年3月期  5,226百万円

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
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

21年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
22年3月期 ― 0.00
22年3月期 

（予想）
― 4.00 4.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22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  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 15,200 △1.4 140 ― 30 ― 30 ― 3.73
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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、４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） 

(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 
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。 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第2四半期 8,046,233株 21年3月期  8,046,233株
② 期末自己株式数 22年3月期第2四半期  11,644株 21年3月期  11,599株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第2四半期 8,034,611株 21年3月期第2四半期 8,034,664株
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  当第2四半期連結累計期間（平成21年4月1日から9月30日まで）におけるわが国経済は、金融環境の危機的状況か

らの回復、各国の経済対策の効果などにより、経済指標はゆるやかな回復を示唆しておりますが、雇用環境や所得

環境は依然厳しい状況が継続し、個人消費についても低迷が続いております。 

  

  当社グループの属するアパレル業界におきましても、一部低価格衣料を除き消費動向は芳しくなく、小売におけ

る低価格競争にはますます拍車がかかっております。 

  

  このような経営環境の下、当社グループにおいては、主力アイテムのドレスシャツで前年同期比7.5％、カジュア

ルウエアで同5.9％減少するなど、売上高は伸び悩みましたが、低価格生産背景を生かした原価抑制により、売上総

利益率は改善することができました。 

  

  この結果、当第2四半期連結累計期間の売上高は81億2百万円（対前年同期比6.0％減少）となりましたが、営業利

益は1億8百万円と前年同期と比べ21.7％増となりました。一方円高ドル安の影響により、ドル建てで保有する海外

向け債権等に為替差損65百万円が発生したことから、経常利益は27百万円（同66.0％減）、四半期純利益は28百万

円（同41.7％減）となりました。 

  なお、当第2四半期において、役員退職慰労金制度の廃止により役員退職慰労引当金戻入額33百万円を特別利益に

計上いたしております。 

  

セグメント別の業績は以下のとおりです。 

  

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80億86百万円（前年同期比6.0％減）、営業利益1億5百万円

（同27.7％増）となりました。 

 不動産賃貸事業につきましては、１物件で借主が撤退したことにより、売上高15百万円（同21.7％減）、営業利

益2百万円（同54.3％減）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、上述の要因により、売上高74億35百万円（同4.6％減）、営業利益86百万円（同56.3％増）

となりました。アジア地域におきましては、外部向け販売の不振などにより、売上高16億22百万円（同16.5％減）、

営業利益18百万円（同19.0％減）となりました。 

  

  

  

  当第2四半期連結会計期間末の総資産は137億28百万円と前連結会計年度末に比べ2億2百万円増加しました。これ

は売掛債権の増加などによるものです。なお、当第2四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86億75百万円で前連結会計年度末比4億14百万円増加しておりますが、これは買掛債務の増加などに

よるものです。 

 純資産合計は50億53百万円と同2億11百万円減少しておりますが、これは評価・換算差額等で繰延ヘッジ損益が

大幅に減少したことなどによるものです。なお当第2四半期において、第57回定時株主総会の決議に基づき、資本

剰余金1億38百万円を利益剰余金に振り替えております。 

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

２．連結財政状態に関する定性的情報
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 当第2四半期までの業績は、営業利益についてはほぼ年度当初の見込みどおりに推移しているものの、売上高お

よび経常利益、四半期純利益については、前回（平成21年7月30日）公表時より低く推移しております。これから

の半年間につきましても、低価格化による売上減少が予想されることから、今回下記のとおり変更いたします。 

  

（通期） 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

  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。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

３．連結業績予想に関する定性的情報

  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 

前回発表予想（Ａ） 16,200 140 100 70 8 71 

今回修正予想（Ｂ） 15,200 140 30 30 3 73 

増減額（Ｂ－Ａ） △1,000 － △70 △40 －   

増減率（％） △6.2 － △70.0 △57.1 －   

前期実績 15,410 △138 △209 △237 △29 51 

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：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,083,172 1,028,747

受取手形及び売掛金 2,619,280 2,196,163

製品 4,326,476 4,718,764

仕掛品 34,099 48,991

原材料 199,192 187,041

その他 648,488 524,576

貸倒引当金 △1,950 △1,600

流動資産合計 8,908,759 8,702,687

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,755,703 1,778,170

土地 2,152,772 2,152,018

その他（純額） 345,219 329,038

有形固定資産合計 4,253,694 4,259,227

無形固定資産 388,693 392,729

投資その他の資産   

投資有価証券 107,870 95,587

その他 70,744 77,854

貸倒引当金 △1,000 △1,740

投資その他の資産合計 177,614 171,700

固定資産合計 4,820,003 4,823,657

繰延資産 9 11

資産合計 13,728,771 13,526,356

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,949,731 2,554,012

短期借入金 2,405,046 2,656,373

1年内返済予定の長期借入金 961,624 733,917

未払法人税等 27,302 33,314

賞与引当金 32,700 45,750

返品調整引当金 184,000 145,000

その他 903,506 573,506

流動負債合計 7,463,911 6,741,874

固定負債   

長期借入金 788,983 1,092,745

役員退職慰労引当金 － 33,750

その他 422,367 392,722

固定負債合計 1,211,350 1,519,217
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21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21年３月31日) 

負債合計 8,675,262 8,261,092

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,940,997 2,940,997

資本剰余金 2,807,517 2,946,470

利益剰余金 △733,421 △900,630

自己株式 △1,782 △1,776

株主資本合計 5,013,311 4,985,059

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 16,305 9,696

繰延ヘッジ損益 △433,823 △144,363

土地再評価差額金 368,457 368,457

為替換算調整勘定 32,564 7,572

評価・換算差額等合計 △16,495 241,362

少数株主持分 56,694 38,841

純資産合計 5,053,509 5,265,264

負債純資産合計 13,728,771 13,526,356
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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：千円）

前第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) 

当第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) 

売上高 8,622,491 8,102,629

売上原価 6,354,164 5,809,498

返品調整引当金繰入額 72,000 39,000

売上総利益 2,196,327 2,254,131

販売費及び一般管理費 2,107,600 2,146,120

営業利益 88,726 108,010

営業外収益   

受取利息 6,801 3,051

仕入割引 11,282 6,956

為替差益 7,530 －

技術指導料 18,427 －

受取手数料 － 24,145

受取配当金 1,355 1,183

その他 9,228 9,071

営業外収益合計 54,627 44,407

営業外費用   

支払利息 46,106 44,641

為替差損 － 65,698

その他 15,728 14,329

営業外費用合計 61,834 124,669

経常利益 81,519 27,748

特別利益   

固定資産売却益 3,675 557

投資有価証券売却益 1 －

役員退職慰労引当金戻入額 － 33,750

特別利益合計 3,676 34,307

特別損失   

固定資産除売却損 31 32

減損損失 1,437 －

その他 － 5,797

特別損失合計 1,469 5,829

税金等調整前四半期純利益 83,726 56,226

法人税等 25,580 20,107

少数株主利益 9,708 7,862

四半期純利益 48,437 28,256
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第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) 

当第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) 

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 83,726 56,226

減価償却費 135,728 123,592

減損損失 1,437 －

受取利息及び受取配当金 △8,157 △4,234

支払利息 46,106 44,641

投資有価証券売却損益（△は益） △1 －

固定資産除売却損益（△は益） △3,643 △524

売上債権の増減額（△は増加） 4,851 △416,122

たな卸資産の増減額（△は増加） 250,889 398,982

仕入債務の増減額（△は減少） 343,365 391,299

未収入金の増減額（△は増加） △112,130 △133,995

その他 63,450 52,751

小計 805,623 512,617

利息及び配当金の受取額 6,897 3,366

利息の支払額 △50,054 △42,360

法人税等の支払額 △13,282 △22,154

営業活動によるキャッシュ・フロー 749,184 451,468

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 △118,946 －

定期預金の純増減額（△は増加） － △914

有形固定資産の取得による支出 △100,851 △82,025

有形固定資産の売却による収入 21,118 4,085

無形固定資産の取得による支出 △500 △150

投資有価証券の取得による支出 △976 △1,156

投資有価証券の売却による収入 23 －

その他 229 229

投資活動によるキャッシュ・フロー △199,902 △79,930

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） △77,969 △253,691

長期借入れによる収入 300,000 350,000

長期借入金の返済による支出 △707,622 △426,055

自己株式の取得による支出 － △5

配当金の支払額 △31,973 －

その他 － △105

財務活動によるキャッシュ・フロー △517,565 △329,856

現金及び現金同等物に係る換算差額 △32,831 11,440

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,115 53,121

現金及び現金同等物の期首残高 579,256 443,822

現金及び現金同等物の四半期末残高 578,141 496,943
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 該当事項はありません。 

  

  

  

  

   (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  

（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〕

前第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） 

   
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 8,602,230 20,261 8,622,491  － 8,622,491 

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ －      －      －  －

  計 8,602,230 20,261 8,622,491      － 8,622,491 

 営業利益 82,298 6,428 88,726      － 88,726 

当第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） 

  
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 8,086,758 15,871 8,102,629  － 8,102,629 

(2）

 

セグメント間の内部売上

高又は振替高 
－ － － －   －

  計 8,086,758 15,871 8,102,629      － 8,102,629 

 営業利益 105,074 2,935 108,010      － 108,010 
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     (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  

 前第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。 

  

  当第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。  

  

 該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕

前第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） 

  
日本 

（千円） 
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 7,792,544 829,947 8,622,491  － 8,622,491 

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－ 1,113,193 1,113,193 (1,113,193)  －

  計 7,792,544 1,943,140 9,735,685 (1,113,193) 8,622,491 

 営業利益 55,179 22,438 77,617 11,108 88,726 

当第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） 

  
日本 

（千円） 
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 7,435,275 667,354 8,102,629  － 8,102,629 

(2）
セグメント間の内部売上高又は

振替高 
－ 955,602 955,602 (955,602)  －

  計 7,435,275 1,622,956 9,058,232 (955,602) 8,102,629 

 営業利益 86,251 18,184 104,436 3,574 108,010 

〔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
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(1）生産実績 

  

(2）受注実績 

 原則として、受注生産は行っておりません。 

  

(3）販売実績 

６．その他の情報

事業の種類別 
セグメンの名称 

当第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） 

前第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） 

  
比較増減 

  

   金額(千円) 構成比(%)     金額(千円) 構成比(%)  金額(千円) 増減率(%)

ドレスシャツ 3,516,438 70.7 4,048,106 72.7 △531,668 △13.1 

カジュアルシャツ 1,209,012  24.3  1,342,402 24.1 △133,389 △9.9 

レディースシャツ 250,423 5.0  177,026 3.2 73,397 41.5 

シャツ製造販売事業 

小計 
4,975,874 100.0 5,567,535 100.0 △591,660 △10.6 

不動産賃貸事業 － － － － － － 

合計 4,975,874 100.0 5,567,535 100.0 △591,660 △10.6 

事業の種類別 
セグメンの名称 

当第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） 

前第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） 

  
比較増減 

  

   金額(千円) 構成比(%)    金額(千円) 構成比(%)  金額(千円) 増減率(%)

ドレスシャツ 5,882,958 72.6 6,357,370 73.7 △474,412 △7.5 

カジュアルシャツ 1,857,562 22.9 1,973,279 22.9 △115,716 △5.9 

レディースシャツ 346,237 4.3 271,581 3.2 74,656 27.5 

シャツ製造販売事業 

小計 
8,086,758 99.8 8,602,230 99.8 △515,472 △6.0 

不動産賃貸事業 15,871 0.2 20,261 0.2 △4,389 △21.7 

合計 8,102,629 100.0 8,622,491 100.0 △519,861 △6.0 
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