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1.  平成24年3月期第2四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23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 ％

24年3月期第2四半期 8,821 14.5 213 ― 129 ― 92 ―

23年3月期第2四半期 7,704 △4.9 △32 ― △99 ― △100 ―

（注）包括利益 24年3月期第2四半期 0百万円 （―％） 23年3月期第2四半期 △185百万円 （―％）

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2四半期 11.57 ―

23年3月期第2四半期 △12.56 ―

総資産 純資産 自己資本比率
百万円 百万円 ％

24年3月期第2四半期 13,597 5,357 39.4
23年3月期 13,462 5,381 39.9

（参考） 自己資本   24年3月期第2四半期  5,357百万円 23年3月期  5,366百万円

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 ― 2.00 2.00
24年3月期 ― 0.00

24年3月期（予想） ― 4.00 4.00

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  ：  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 16,200 9.1 220 27.2 120 45.4 70 10.0 8.71



(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  ：  有  
(注) 詳細は、添付資料３ページ「(その他)に関する事項」を御覧ください。 

(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、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が実施中です。 

※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。 

4.  その他

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2Q 8,046,233 株 23年3月期 8,046,233 株

② 期末自己株式数 24年3月期2Q 11,707 株 23年3月期 11,707 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期2Q 8,034,526 株 23年3月期2Q 8,034,557 株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間（平成23年４月１日から９月30日まで）におけるわが国経済は、東日本大震災後の復

興需要、省電力対応に係る需要等が景気を底上げしたものの、欧米の金融不安等から生じる株安などの要因によ

り、景気は不安定な動きで推移しております。  

  国内におけるアパレル業界をめぐる動向は、節電要請に起因するクールビズの取り組み拡大に伴い、紳士夏物衣

料につきましては第２四半期も引き続き活況を呈しました。  

  このような環境の下、当社グループにおきましては、中心商材であるドレスシャツの夏物商品の大幅な増産によ

り、旺盛なお客様のニーズに対応いたしました。直営店につきましては第2四半期に高槻、京都、名古屋に3店舗を

新規にオープンし、合計13店舗に拡大しております。  

  この結果、当第２四半期連結累計期間における連結売上高は前年同期比14.5％増の88億21百万円、営業利益は2

億13百万円となり前年同期の赤字から大きく改善しました。また、本邦で保有する外貨建て資産が、当四半期の急

激な円高ドル安により目減りしたことによる為替差損80百万円を計上しましたが、経常利益1億29百万円、四半期

純利益92百万円といずれも前年同期の赤字から転換し、大幅に業績を改善することができました。  

  

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

  ① 資産、負債及び純資産の状況 

  当第２四半期連結会計期間末の総資産は、135億97百万円と前連結会計年度末と比較し1億35百万円増加しており

ますが、これは売上増に伴い、売掛債権が増加したこと等によるものです。  

 当第２四半期連結会計期間末の負債は、82億39百万円と前連結会計年度末と比較し1億59百万円増加しておりま

すが、これは未払金、未払費用や為替予約差額等の増加によるものです。  

 当第２四半期連結会計期間末の純資産は、53億57百万円と前連結会計年度末と比較し24百万円減少しております

が、これは為替予約の時価評価差額である繰延ヘッジ損益の減少額が、四半期純利益を上回ったことによるもので

す。   

 ②キャッシュ・フローの状況 

 当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物の残高は5億63百万円となり、前連結会計年度末に比

べ72百万円の増加となりました。 

  営業活動によるキャッシュ・フローは、2億54百万円の収入（前年同期比93百万円増）となりました。主な内訳

は、収入として税金等調整前四半期純利益1億15百万円、減価償却費1億14百万円、たな卸資産の減少1億22百万円

等、支出として売上債権の増加2億14百万円、仕入債務の減少1億77百万円であります。 

  投資活動によるキャッシュ・フローは、76百万円の支出（前年同期比23百万円減）となりました。主な内訳は、

有形固定資産の取得による支出54百万円、定期預金の増加32百万円等であります。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは、97百万円の支出（前年同期比87百万円増）となりました。主な内訳は、

長短借入金の純減少77百万円、配当金の支払額16百万円等であります。 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

  当第２四半期連結累計期間の業績は、期初予測と比較し、売上高、営業利益は上回ったものの、上述のとおりド

ル安による為替差損が期初の予測を大きく上回り、経常利益、四半期純利益は期初の予測を下回ることとなりまし

た。第２四半期連結累計期間の業績を受けて、今回通期業績予測を修正いたしました。 

  詳細につきましては、本日（平成23年10月31日）公表いたしました「通期業績予想の修正に関するお知らせ」を

ご参照下さい。 

 なお、業績予想につきましては、本資料の発表日において入手可能な情報に基づき、当社で判断したものであ

り、実際の業績は今後の経済情勢等により予想値と異なる場合があります。   

１．当四半期決算に関する定性的情報
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（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 

  簡便な会計処理 

   法人税等の納付額の算定に関しては、加味する加減算項目や税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）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。 

  

  

該当事項はありません。  

  

２．サマリー情報（その他）に関する事項

３．継続企業の前提に関する重要事象等の概要
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４．四半期連結財務諸表 
（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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,155,640 1,255,410 

受取手形及び売掛金 2,229,639 2,440,574 

製品 4,331,712 4,342,594 

仕掛品 74,853 51,456 

原材料 361,687 246,341 

その他 772,550 785,167 

貸倒引当金 △570 △620 

流動資産合計 8,925,514 9,120,924 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 1,568,798 1,525,141 

機械装置及び運搬具（純額） 161,589 150,912 

土地 2,148,247 2,137,920 

建設仮勘定 1,634 941 

その他（純額） 122,653 129,052 

有形固定資産合計 4,002,923 3,943,967 

無形固定資産 376,561 372,619 

投資その他の資産   

投資有価証券 78,160 69,199 

その他 79,341 91,031 

貸倒引当金 △435 △632 

投資その他の資産合計 157,065 159,598 

固定資産合計 4,536,550 4,476,186 

資産合計 13,462,064 13,597,110 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,500,617 2,319,101 

短期借入金 1,618,965 1,449,377 

1年内返済予定の長期借入金 932,307 1,011,599 

未払法人税等 39,962 35,110 

賞与引当金 32,700 30,900 

返品調整引当金 125,000 136,000 

その他 418,071 813,384 

流動負債合計 5,667,623 5,795,472 

固定負債   

長期借入金 1,951,522 1,947,327 

繰延税金負債 777 796 

再評価に係る繰延税金負債 367,967 367,967 
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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２四半期連結会計期間 
(平成23年９月30日) 

退職給付引当金 59,122 90,272 

その他 33,175 37,404 

固定負債合計 2,412,563 2,443,767 

負債合計 8,080,187 8,239,240 

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 2,770,954 

利益剰余金 △668,723 △555,291 

自己株式 △1,793 △1,793 

株主資本合計 5,077,998 5,154,867 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 1,137 1,164 

繰延ヘッジ損益 △82,110 △196,067 

土地再評価差額金 368,457 368,457 

為替換算調整勘定 636 29,392 

その他の包括利益累計額合計 288,120 202,947 

少数株主持分 15,758 54 

純資産合計 5,381,877 5,357,869 

負債純資産合計 13,462,064 13,597,110 
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

売上高 7,704,967 8,821,108 

売上原価 5,584,725 6,344,153 

返品調整引当金繰入額 － 11,000 

返品調整引当金戻入額 27,000 － 

売上総利益 2,147,241 2,465,955 

販売費及び一般管理費 2,179,554 2,252,465 

営業利益又は営業損失（△） △32,313 213,489 

営業外収益   

受取利息 2,241 1,945 

仕入割引 5,987 5,626 

受取手数料 27,763 36,041 

受取配当金 1,152 975 

その他 13,664 4,780 

営業外収益合計 50,809 49,370 

営業外費用   

支払利息 35,942 41,223 

為替差損 67,688 80,341 

その他 14,175 11,346 

営業外費用合計 117,806 132,911 

経常利益又は経常損失（△） △99,310 129,947 

特別利益   

固定資産売却益 1,751 735 

投資有価証券売却益 － 80 

特別利益合計 1,751 815 

特別損失   

固定資産除売却損 80 34 

投資有価証券売却損 226 1,560 

投資有価証券評価損 － 28 

減損損失 － 1,278 

のれん償却額 － 10,791 

災害による損失 － 1,225 

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 551 － 

特別損失合計 858 14,918 

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△98,417 115,845 

法人税等 13,133 30,366 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△111,550 85,478 

少数株主損失（△） △10,659 △7,457 

四半期純利益又は四半期純損失（△） △100,891 92,936 
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年９月30日) 

少数株主損益調整前四半期純利益又は少数株主損益
調整前四半期純損失（△）

△111,550 85,478 

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △7,343 27 

繰延ヘッジ損益 △83,787 △113,956 

為替換算調整勘定 17,131 28,988 

その他の包括利益合計 △73,999 △84,941 

四半期包括利益 △185,550 537 

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △175,174 7,762 

少数株主に係る四半期包括利益 △10,375 △7,224 
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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22年４月１日 
 至 平成22年９月30日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23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又は税金等調整前四半
期純損失（△）

△98,417 115,845 

減価償却費 123,317 114,334 

減損損失 － 1,278 

受取利息及び受取配当金 △3,393 △2,921 

支払利息 35,942 41,223 

投資有価証券売却損益（△は益） 226 1,480 

有価証券評価損益（△は益） － 28 

固定資産除売却損益（△は益） △1,670 △701 

売上債権の増減額（△は増加） 93,844 △214,686 

たな卸資産の増減額（△は増加） 127,530 122,343 

仕入債務の増減額（△は減少） 288,755 △177,247 

未収入金の増減額（△は増加） △426,208 12,775 

その他 69,097 307,956 

小計 209,025 321,708 

利息及び配当金の受取額 2,930 2,692 

利息の支払額 △37,882 △39,763 

法人税等の支払額 △12,897 △30,325 

営業活動によるキャッシュ・フロー 161,175 254,311 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額（△は増加） △66,549 △32,000 

有形固定資産の取得による支出 △33,371 △54,487 

有形固定資産の売却による収入 2,183 1,286 

無形固定資産の取得による支出 △490 － 

投資有価証券の取得による支出 △579 △608 

投資有価証券の売却による収入 1,148 8,104 

その他 △2,024 1,315 

投資活動によるキャッシュ・フロー △99,683 △76,390 

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） △1,090,138 △152,590 

長期借入れによる収入 1,800,000 600,000 

長期借入金の返済による支出 △700,398 △524,903 

自己株式の取得による支出 △11 － 

配当金の支払額 △16,105 △16,160 

その他 △2,719 △3,403 

財務活動によるキャッシュ・フロー △9,372 △97,057 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △6,873 △8,657 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 45,246 72,206 

現金及び現金同等物の期首残高 618,192 491,665 

現金及び現金同等物の四半期末残高 663,438 563,871 
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  該当事項はありません。  

  

  

 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）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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