
平成22年2月期 決算短信 
平成22年4月12日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 タビオ 株式会社 上場取引所 大 
コード番号 2668 URL http://www.tabio.com
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 越智 勝寛
問合せ先責任者 （役職名） 取締役財務部長 （氏名） 谷川 繁 TEL 06-6632-1200
定時株主総会開催予定日 平成22年5月27日 配当支払開始予定日 平成22年5月28日
有価証券報告書提出予定日 平成22年5月27日

1.  22年2月期の連結業績（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年2月期 14,336 △6.7 975 △46.6 1,029 △44.6 309 △67.5
21年2月期 15,363 5.5 1,825 1.2 1,858 0.9 950 △3.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

22年2月期 45.38 ― 6.2 13.3 6.8
21年2月期 139.57 139.56 20.8 24.5 11.9

（参考） 持分法投資損益 22年2月期  ―百万円 21年2月期  ―百万円

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2月期 7,694 5,021 65.3 737.19
21年2月期 7,735 4,894 63.3 718.48

（参考） 自己資本   22年2月期  5,021百万円 21年2月期  4,894百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高
百万円 百万円 百万円 百万円

22年2月期 572 △655 △256 2,103
21年2月期 1,144 △272 △618 2,431

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

21年2月期 ― ― ― 30.00 30.00 204 21.5 4.5
22年2月期 ― ― ― 30.00 30.00 204 66.1 4.1
23年2月期 

（予想） ― ― ― 30.00 30.00 78.0

3.  23年2月期の連結業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28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）

 

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

6,519 1.2 24 △90.9 34 △88.0 △20 ― △2.94

通期 14,997 4.6 608 △37.7 629 △38.9 262 △15.2 38.46
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

（注） 詳細は、19ページ【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】及び22ページ【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更】をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、31ページ「１株当たり情報」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） 22年2月期 6,813,880株 21年2月期 6,813,880株
② 期末自己株式数 22年2月期  1,735株 21年2月期  1,735株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年2月期の個別業績（平成21年3月1日～平成22年2月28日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年2月期 13,759 △6.6 951 △43.6 1,055 △41.3 261 △71.9
21年2月期 14,729 5.4 1,687 4.0 1,797 5.5 930 △0.1

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

22年2月期 38.42 ―
21年2月期 136.58 136.57

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2月期 6,568 4,601 70.1 675.44
21年2月期 6,649 4,544 68.3 667.18

（参考） 自己資本 22年2月期  4,601百万円 21年2月期  4,544百万円

2.  23年2月期の個別業績予想（平成22年3月1日～平成23年2月28日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因に対する仮定を前提として作成したものであります。
実際の業績等は、今後様々な要因によって、予想値と大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提条件等、業績予想に関する事項につい
ては、添付資料の３～５ページ「１ 経営成績 (１)経営成績に関する分析」を参照してください。 

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 
累計期間

6,291 1.2 48 △84.7 85 △76.1 0 △100.0 0.00

通期 14,400 4.7 517 △45.7 594 △43.7 272 3.9 39.93
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当連結会計年度の靴下業界におきましては、中国を始めとする海外からの輸入量は、ここ数年その

伸長率に鈍化傾向が表れております。また、世界景気の低迷を背景に、直近の状況（2009年１月～12

月）においては、累計ベースで前年同期比３％減となっております。国内経済全体では輸出や生産の

伸びで、景気は着実に持ち直してきてはいるものの、国内衣料品関連の販売状況におきましては、依

然、雇用・所得環境の改善の遅れや消費者物価指数の下落等により、先行き不透明な状況が続いてお

ります。 

 このような状況の中で当グループは、店頭から生産現場までを結んだ情報システム網を活用し、製

造・販売を一体化した自己完結型の国内生産体制の強みを生かし、多様に変化する顧客ニーズに、機

敏かつ柔軟に対応して参りました。 

 当連結会計年度の上半期におきましては、「トレンカ」「レギンス」「カバーソックス」等の商品

が好調に推移したことや、広報・販促活動において積極的に取り組んで参りました各種媒体でのＰＲ

活動が奏功し、ブランド認知度の向上と売上高の増加に繋げることができました。 

 しかし、下半期に入ると、国内景気の低迷による百貨店やショッピングセンターの客数減、例年以

上に気温の寒暖の差が大きくなったことによる秋冬物商品の不振、デフレ状況の長期化による影響等

が重なったことや、タイツ等の防寒用商品が例年に比べて低調に推移したことにより、当グループの

売上高は前年を割り込むこととなりました。 

 出退店状況におきましては、フランチャイズチェーン店４店舗、直営店16店舗の新規出店と、フラ

ンチャイズチェーン店９店舗、直営店18店舗の退店により、当連結会計年度末における店舗数は、フ

ランチャイズチェーン店136店舗、直営店141店舗（海外子会社の８店舗を含む）、合計277店舗とな

りました。 

 連結子会社におきましては、Ｔａｂｉｏ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下、「タビオ・ヨー

ロッパ」という）が、直営店『タビオ』の業績拡大と経営基盤の確立に尽力して参りました。Ｔａｂ

ｉｏ Ｆｒａｎｃｅ S.A.R.L.（以下、「タビオ・フランス」という）では、2009年６月に世界のフ

ァッショントレンドの発信地であるパリにおいて、靴下専門店『タビオ』の直営第１号店を出店し、

今後の欧州展開に向けた基盤作りに注力して参りました。また、タビオ奈良株式会社では、商品の入

出庫業務の改善等、引き続き店頭への商品供給力強化に向けた取組みを行って参りました。 

 利益面におきましては、本社移転に伴う旧本社設備や不採算直営店の内装・什器等にかかる減損損

失246百万円を計上しました。 

 以上の結果、当連結会計年度の売上高は、14,336百万円（前年同期比6.7％減）、営業利益は975百

万円（前年同期比46.6％減）、経常利益は1,029百万円（前年同期比44.6％減）、当期純利益は309百

万円（前年同期比67.5％減）となりました。 

  

事業部門別の業績は、次の通りであります。 

  

「靴下屋関連部門」では、プロパー商品を中心に取扱う『靴下屋スタンダード』、トレンドに敏感

な若者を重視した商品を取扱う『靴下屋デイリーソクサー』、全客層をターゲットにフルサービスを

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当連結会計年度の経営成績

ａ．靴下屋関連部門
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目指す『靴下屋グランデ』と、バンドル物商品を中心に取扱う『マイティソクサー』の各業態の棲

み分けを明確にするためのブランド構築に努めて参りました。 

 当グループの主力部門である「靴下屋関連部門」では、広報・販促企画部門と連携を密にして、ブ

ランド認知度の向上に尽力すると共に、減少傾向にある来店客数に対して、 適・ 善のおもてなし

を実践できるための販売スタッフの研修活動を強化してきた結果、上半期におきましては、来店客数

の底上げと売上高の増加に繋げることができました。しかし、下半期に入ると、百貨店やショッピン

グセンターの客数減、気温の大幅な寒暖差による秋冬物商品の不振、デフレ状況の長期化やタイツ等

の防寒用商品の販売減が業績に影響し、通期の業績は前年を割り込むこととなりました。 

 これらの結果、「靴下屋関連部門」の売上高は、11,852百万円（前年同期比7.2％減）となりまし

た。なお、フランチャイズチェーン店４店舗、直営店８店舗の新規出店とフランチャイズチェーン店

９店舗、直営店６店舗の退店により、当連結会計年度末における『靴下屋』全業態の店舗数は、フラ

ンチャイズチェーン店136店舗、直営店81店舗、合計217店舗となりました。 

  

「ショセット関連部門」では、百貨店やファッションビル等、ハイセンスな立地への出店に特化

し、社会で活躍する女性をターゲットに高品質・高感覚の商品を展開する『ショセット』と、紳士ビ

ジネス靴下を中心に上質で品格の高い商品の提案を行う紳士靴下専門店『タビオ・オム』、カジュア

ル紳士靴下を中心に取扱う『タビオ・ガレージ』の３業態を軸として、ブランド構築を進めて参りま

した。 

 「ショセット関連部門」では、事業基盤の 適化を目指してビジネスモデルを見直し、今後の収益

基盤の拡大に向けての積極的なスクラップ＆ビルドを推し進めると共に、靴下屋関連部門と連携し

て、接客研修の強化を図って参りました。また、百貨店のみにこだわらず、ハイセンスな商業施設に

も積極的にアプローチを仕掛ける事により、従来に比べて展開場所の幅を広げることが出来るように

なりました。 

 紳士靴下業態につきましては、『靴下屋』店舗において、レディースとメンズの複合展開に向けた

取組みを行っており、今後の成長戦略に向けてのメンズ商品の展開方法を模索して参りました。 

 通期の業績では、積極的なスクラップ＆ビルドによる退店が先行したことや百貨店の客数減によ

り、売上高は前年を割り込むこととなりました。 

 この結果、「ショセット関連部門」の売上高は、1,907百万円（前年同期比2.5％減）となりまし

た。なお、直営店７店舗の新規出店と直営店12店舗の退店により、当連結会計年度末における『ショ

セット』の店舗数は、直営店52店舗となりました。 

  

「海外関連部門」では、イギリスの販売子会社タビオ・ヨーロッパが、ロンドンにおいて靴下専門

店『タビオ』の直営店を７店舗展開しており、収益の拡大と経営基盤の強化を図って参りました。ま

た、フランスの販売子会社タビオ・フランスでは、2009年６月に世界のファッショントレンドの発信

地であるパリにおいて、靴下専門店『タビオ』の直営第１号店を出店し、今後の欧州展開に向けた基

盤作りに注力すると共に、今後の収益力の拡大を目指して、新たな店舗展開に向けたマーケット・リ

サーチを進めて参りました。 

 「靴下製造機械関連部門」では、靴下製造工程の省力化・合理化のための研究・開発を継続して行

ｂ．ショセット関連部門

ｃ．その他の部門
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って参りました。 

 この結果、「その他の部門」の売上高は、576百万円（前年同期比9.2％減）となりました。 

  

今後の見通しにつきましては、輸出・生産に明るさが見え始めており、国内景気には回復基調が現

れ始めているものの、物価下落が続く「デフレ」は深刻化し、雇用情勢の改善も遅れている等、景気

の下振れリスクの懸念も残っており、景気回復力の持続については依然として警戒感が根強く残って

おります。 

 このような状況の中で当グループは、業務の効率化と活性化を目指し、「靴下屋関連部門」におけ

る組織の合併・再編を行うと共に、昨年来からの業務改革を加速させ無駄な管理を排除し、過去に囚

われず、常に変化に心を開いてスピードを重視した経営を促進して参ります。 

 また、業務改革の一環として行って参りました基幹システムの移行を2010年９月を目処に完成さ

せ、徹底した業務効率の改善を推進して参ります。 

 広報・販促活動を行っているマーケティング部門におきましては、次期は「靴下屋関連部門」の強

化に特化し、『靴下屋』におけるインナープロモーションとアウタープロモーションの強化に注力し

て参ります。 

 「ショセット関連部門」におきましては、改革２年目を迎える『ショセット』店舗の政策を引き続

き継続し、収益基盤の強化に尽力していくと共に、紳士靴下事業部門の組織再編を実施し、早期にブ

ランド展開のあり方を確立させて参ります。 

 以上により、次期の業績予想につきましては、売上高14,997百万円（前年同期比4.6％増）、営業

利益608百万円（前年同期比37.7％減）、経常利益629百万円（前年同期比38.9％減）、当期純利益

262百万円（前年同期比15.2％減）を予定しております。 

  

当連結会計年度における総資産は、無形固定資産が450百万円増加しましたが、現金及び預金で328

百万円、受取手形及び売掛金で111百万円、たな卸資産で44百万円減少したこと等により、前連結会

計年度末と比べて41百万円減少し、7,694百万円となりました。 

 負債については、未払法人税等が減少したこと等により、前連結会計年度末と比べて168百万円減

少し、2,672百万円となりました。 

 純資産については、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末と比べて127百万円増加し、

5,021百万円となりました。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の63.3％から65.3％に増加

しました。 

  

当連結会計年度における連結ベースでの現金及び現金同等物は、期首に比べ328百万円減少し、当

連結会計年度末には、2,103百万円(前年同期比13.5％減)となりました。 

 営業活動によるキャッシュ・フローは、法人税等の支払額で701百万円計上しましたが、税金等調

整前当期純利益で665百万円、減価償却費で219百万円、減損損失で246百万円あったこと等により、

572百万円（前年同期比50.0％減）となりました。 

②次期の見通し

(2) 財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

②キャッシュ・フローの状況
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 投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出で286百万円、無形固定

資産の取得による支出で382百万円あったこと等により、△655百万円（前年同期より382百万円の減

少）となりました。 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額で113百万円、長期借入れによる収入

で100百万円計上しましたが、長期借入金の返済で216百万円、配当金の支払額で203百万円あったこ

と等により、△256百万円（前年同期より362百万円の増加）となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
  
自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 
  
（注1）各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注2）株式時価総額は、期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算出しております。 

（注3）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注4）有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対

象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を

使用しております。 

  

利益配分につきましては、業績に対応した配当を行うことを基本としつつも、併せて安定的な配当の

維持継続に留意すると共に、企業体質の一層の強化と今後の積極的な事業展開を勘案して、決定する方

針を採っております。 

 「１経営成績 (1)経営成績に関する分析 ①当連結会計年度の経営成績」の記載にもある通り、当連

結会計年度の経営成績は減益となりましたが、当期の剰余金の配当につきましては、上記の基本方針を

踏まえ、前期と同額の１株につき30円（年間）を予定しております。 

 また、内部留保資金につきましては、今後の事業展開に向けた財務体質の強化を図りつつ、強固な事

業基盤の構築に向けた戦略的投資を行い、当グループの競争力を向上させることによって、収益力と１

株当たり当期純利益額の確保に繋げていく所存です。 

 なお、次期の剰余金の配当につきましては、１株につき30円（年間）を予定しております。 

  

当グループの経営成績及び財政状態等に関する事項のうち、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能

性のある事項には以下のようなものがあります。 

平成20年２月期 平成21年２月期 平成22年２月期

自己資本比率（％） 57.2 63.3 65.3

時価ベースの自己資本比率 
（％）

119.1 85.9 58.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

0.9 0.7 1.3

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

51.1 52.6 35.4

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(4) 事業等のリスク

タビオ㈱　（2668）　平成22年２月期決算短信

－6－



なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当グループが判断したもの

であります。 

①フランチャイズ契約に関するリスク 

当グループは、当連結会計年度末現在において、141店舗の直営店で、靴下及びパンスト・タイツ

の販売をするほか、当社とフランチャイズ契約を締結している136店舗の『靴下屋』加盟店に、同商

品を卸売販売するフランチャイズ事業を営んでおります。これらフランチャイズ加盟店の全店舗数に

占める割合が大きいことから、加盟店周辺の環境の変化及び加盟者の財政状態の悪化等により、契約

を解除せざるを得ない状況が生じた場合、当グループの業績及び財政状況に影響を及ぼす可能性があ

ります。 

  

②出店政策に関するリスク 

当グループは、フランチャイズチェーン『靴下屋』の店舗開拓を中心に、直営店『靴下屋』『ショ

セット』『タビオ・オム』『タビオ・ガレージ』『タビオ』等の店舗開拓も行っております。当グル

ープの出店は路面店、ショッピングセンター、ファッションビル及び百貨店等が考えられますが、店

舗の経営状態が悪化している場合、又は商業施設全体の閉鎖やテナントの入れ替えという運営主体の

意向等によって、退店を余儀なくされる可能性があります。また、加盟店の獲得及び直営店の出店が

計画通り進まない場合には、当グループの業績及び財政状況に重要な影響を及ぼす可能性がありま

す。 

  

③市況変動等によるリスク 

当グループの商品に対する需要は、市況変動等による影響を受けるため、ファッションの変化によ

る需要の減少、天候不良や景気減退による個人消費の減少等は、当グループの業績及び財政状況に影

響を及ぼす可能性があります。 

  

④災害等に関するリスク 

当グループの物流拠点及び仕入先各社の生産拠点等において、重大な災害（自然災害、人為的な災

害等）が発生し、その影響を防止・軽減できなかった場合、当グループの仕入高・売上高の減少、設

備復旧のための費用の発生等により、当グループの業績及び財政状況に重要な影響を及ぼす可能性が

あります。 

  

⑤商品仕入に関するリスク 

当グループは、靴下製造協力工場、糸商、染色工場に至るまで、情報の共有化を行うと共に業務の

効率化を図るため、製造から販売までを一体化するネットワークシステムを構築しており、取引先の

素材の調達から、染色工程、新素材の研究・開発、当社オリジナル商品の製造を一貫した体制で行っ

ております。これら協力企業が、財務上の問題その他事業上の困難に直面した場合や、戦略上の目標

を変更した場合には、当グループとの提携関係の維持が出来なくなる可能性、及び当グループとの提

携関係を望まなくなる可能性があり、当グループの業績及び財政状況に重要な影響を及ぼす可能性が

あります。 
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当グループは、当社、タビオ奈良株式会社（連結子会社）、タビオ・ヨーロッパ（連結子会社）、タ

ビオ・フランス（連結子会社）で構成され、靴下及びパンスト・タイツの企画販売を主な事業の内容と

しております。 

 当社が靴下及びパンスト・タイツの販売を行うにあたっての、商品の保管及び出庫業務につきまして

は、タビオ奈良株式会社に委託しております。同社では、当社からの指示に基づき、商品の保管、品出

し、梱包及び出荷までの物流業務に係る全ての業務、及び商品の研究・検査、品質管理を行っておりま

す。 

  

 当グループの事業に係わる位置付け及び事業部門との関連は、次の通りであります。 

「靴下屋関連部門」 

靴下及びパンスト・タイツの販売を『靴下屋』店舗にて行っており、販売形態は『靴下屋』フラン

チャイズチェーン店への卸売、及び『靴下屋』直営店での小売を行っております。 

<主な関係会社> 

タビオ奈良株式会社 

  

「ショセット関連部門」 

靴下及びパンスト・タイツの販売を『ショセット』、紳士靴下の販売を『タビオ・オム』『タビ

オ・ガレージ』店舗にて行っており、販売形態は百貨店等への出店を中心とする直営店での小売を行

っております。また一部、百貨店への卸売も行っております。 

<主な関係会社> 

タビオ奈良株式会社 

  

「その他の部門」 

「海外関連部門」では、イギリスの販売子会社タビオ・ヨーロッパ及びフランスの販売子会社タビ

オ・フランスが、それぞれ現地で展開している靴下専門店『タビオ』にて、靴下及びパンスト・タイ

ツの小売を行っております。なお、上記の海外子会社２社については、靴下製造協力工場より直接商

品仕入を行っておりますが、商品の保管及び出庫業務に関しては、タビオ奈良株式会社が同工場より

受託して行っております。 

 「靴下製造機械関連部門」では、海外輸入靴下に対しての競争力をつけると共に、品質の向上と生

産の合理化を図るための各種靴下製造関連機械の研究・開発を行っております。 

 なお、「海外関連部門」「靴下製造機械関連部門」については、業績に及ぼす影響が軽微であるた

め、「その他の部門」で一括して記載しております。 

<主な関係会社> 

タビオ奈良株式会社 

Ｔａｂｉｏ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ 

Ｔａｂｉｏ Ｆｒａｎｃｅ S.A.R.L. 

  

2. 企業集団の状況
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事業の系統図は次の通りであります。 
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当グループは、「足に優しい上質の靴下を適正価格でお客様に提供する」という使命を追求するため

に、世界 高の技術力と繊細な感性を持った国内工場を厳選し、その技術力を世界に広め、店頭から靴

下製造協力工場、糸商社、染色工場に至る一気通貫のネットワークシステムに基づいて即時対応力を高

めて参ります。また、素材・商品・販売の研究を行い、世界のトップを走る靴下専業の総合企業を目指

し、プレミアムブランドの確立を目指して参ります。 

  

当グループは、長期計画として婦人、紳士靴下部門における国内販売シェア11％の確立と売上高経常

利益率の11％確保を目標としております。「靴下屋関連部門」「ショセット関連部門」及び「海外関連

部門」における、効果的な出店戦略を進めると共に、商品原価率の改善及び業務の効率化を行うことに

より、経営指標の実現を目指します。 

  

当グループは、靴下業界のＳＣＭ企業として確固たる地位を確立するため、在庫リスクを 小限に抑

えると共に機会損失を無くすべく、店頭、物流から生産現場までの一気通貫の情報網を活用し、お客様

のニーズに機敏に誠実に対応するプロ企業集団の育成に力を注いで参ります。また、『タビオ』の企業

価値を高め、世界的なプレミアムブランドの確立を目指し、国内を始め世界の主要都市に店舗を構えて

いくための基盤作りに尽力して参ります。 

 「商品企画・販売」では、お客様のニーズとファッショントレンドの情報を収集し、「不易流行」の

企業姿勢に基づいて、商品の本質と流行のバランス感覚を常に磨き、世界 高峰の技術と言われる日本

の靴下製造技術を駆使して、商品企画・開発に活かして参ります。また、導入を開始したウェブＰＯＳ

においては、店頭での業務効率の改善と更なるＳＣＭの精度アップの実現に近づけて参る所存でござい

ます。販売面においては、ロールプレイング大会等の販売員研修を通じて店頭販売員のモチベーション

を高め、接客レベルの向上、店頭活性化に向けた取り組みに尽力して、靴下業界の「良心」を追求する

企業集団を確立して参ります。 

 「販促企画」では、各種媒体に積極的にアプローチを行うと共に、店頭を盛り上げて行く為のシーズ

ン毎のイベントを確実に実行する事によって、ブランドイメージの向上を目指し、「靴下屋」に焦点を

当てた販促活動に全力を注いで参ります。 

 「国内店舗展開」では、店舗のスクラップ＆ビルドを継続して進めて行くと共にエリア戦略を強化

し、「専門店としてあるべき所に店舗がある」とお客様が認識される様な店舗展開を進めて参ります。

また、今後の成長戦略の一つとして捉えている紳士靴下業態につきましては、『靴下屋』との複合展開

に向けた取り組みや他社とのコラボを実施する等、業態としての基礎固めを進めて参ります。 

 「海外店舗展開」に関しましては、イギリス ロンドンにおける靴下専門店『タビオ』の商品供給体

制、商品管理体制を強固なものにして経営基盤の確立を図ると共に、フランス パリでの収益拡大に向

けた取り組みを進めて参ります。さらにロンドン、パリを含めた欧州の各主要都市を始めとする今後の

海外展開へ向けて万全の体制を整えて参ります。 

 連結子会社「タビオ奈良株式会社」においては、靴下の品質管理の強化を図ると共に、入出庫業務の

改善、物流施設の整備・増床を行い、今後の業容拡大に見合った物流機能の確立を目指して参ります。

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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今後の国内経済の動向としては、輸出や生産の持ち直しで景気は回復基調を示していますが、当グル

ープを取り巻く市場環境におきましては、デフレや雇用・所得環境の改善の遅れもあり、業界における

景況感としては、先行き不透明な状況が続いております。 

 このような状況の中で当グループは、「イノベーションを起こす企業」をキーワードとして会社方針

を策定し、無駄な管理を排除し、過去に囚われず、常に変化に心を開いてスピードを重視した経営を実

現して参ります。 

 販売面においては、業務の効率化と活性化を目指し、「靴下屋関連部門」における組織の合併・再編

を行うと共に、店舗のエリア戦略を強化して、外部環境の変化に柔軟に対応した店舗展開を行って参り

ます。また、改革２年目を迎える『ショセット』店舗につきましては、従前の政策を引き続き実施して

行くと共に、紳士靴下事業に関しては、組織再編を実施して、早期に事業基盤の基礎固めを進めて参り

ます。さらに、広報・販促活動におきましては、『靴下屋』ブランドの強化に注力した活動を進めて参

ります。 

 ウェブサイトを利用したネット販売においては、世界に向かって当グループの商品をお客様にアピー

ルできるように、お買い求め頂きやすい仕組み作りに取り組み、安心してお買い物を楽しんで頂ける環

境を整備して参ります。 

 海外展開においては、将来の国境を越えた多店舗化に向け、ロンドンにおける既存店舗での商品供給

体制、商品管理体制を整備・確立し、経営基盤を盤石なものとして行くと共に、欧州展開を優位に進め

ていくためにパリでの２店舗目出店に向けた取組みにも尽力して参ります。 

 さらに、業務改革や基幹システムの完全移行を一気に推し進め、内部固めと経営基盤の強化を実現

し、経営効率の改善と企業価値の向上に尽力していくと共に、顧客満足、株主満足、従業員満足の方途

を求めて努力し、お客様に信頼と安心と感動を感じて頂ける会社を目指して参ります。 

  

該当事項はありません。 

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年２月28日)

当連結会計年度
(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,431,822 2,103,710

受取手形及び売掛金 876,333 765,241

たな卸資産 544,675 －

商品 － 499,614

貯蔵品 － 1,050

繰延税金資産 119,576 149,744

その他 147,132 144,124

貸倒引当金 △32,676 △25,852

流動資産合計 4,086,863 3,637,633

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 ※1 1,352,558 ※1 1,401,924

減価償却累計額 △385,795 △452,504

建物及び構築物（純額） 966,762 949,420

機械装置及び運搬具 195,850 186,939

減価償却累計額 △157,629 △165,140

機械装置及び運搬具（純額） 38,220 21,798

土地 ※1 1,143,562 ※1 1,181,477

建設仮勘定 5,897 14,988

その他 421,005 399,077

減価償却累計額 △213,410 △275,976

その他（純額） 207,594 123,100

有形固定資産合計 2,362,037 2,290,785

無形固定資産 177,726 628,599

投資その他の資産

長期貸付金 18,412 5,760

差入保証金 927,221 984,750

繰延税金資産 110,130 109,636

その他 54,130 38,137

貸倒引当金 △1,111 △1,112

投資その他の資産合計 1,108,784 1,137,170

固定資産合計 3,648,548 4,056,556

資産合計 7,735,411 7,694,189
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(単位：千円)

前連結会計年度
(平成21年２月28日)

当連結会計年度
(平成22年２月28日)

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 565,600 525,739

短期借入金 ※1 217,794 ※1 281,298

未払費用 － 392,573

未払法人税等 603,881 274,835

賞与引当金 89,382 105,510

役員賞与引当金 33,438 －

本社移転損失引当金 － 77,746

その他 470,991 217,251

流動負債合計 1,981,089 1,874,954

固定負債

長期借入金 ※1 346,791 ※1 282,960

リース債務 － 140,184

退職給付引当金 170,037 120,647

その他 343,078 253,583

固定負債合計 859,907 797,375

負債合計 2,840,996 2,672,329

純資産の部

株主資本

資本金 414,789 414,789

資本剰余金 92,424 92,424

利益剰余金 4,454,702 4,559,447

自己株式 △922 △922

株主資本合計 4,960,992 5,065,738

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 ※2 △242 ※2 △1,334

為替換算調整勘定 △66,334 △42,542

評価・換算差額等合計 △66,577 △43,877

純資産合計 4,894,415 5,021,860

負債純資産合計 7,735,411 7,694,189
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(2)【連結損益計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

売上高 15,363,724 14,336,130

売上原価 ※1 7,035,645 ※1 6,492,587

売上総利益 8,328,079 7,843,543

販売費及び一般管理費 ※2, ※3 6,502,126 ※2, ※3 6,867,625

営業利益 1,825,952 975,917

営業外収益

受取利息 3,226 2,056

受取配当金 601 －

仕入割引 45,612 38,412

退職給付引当金戻入額 － 18,223

固定資産賃貸料 13,788 13,773

保険解約返戻金 11,430 －

雑収入 8,527 10,305

営業外収益合計 83,187 82,771

営業外費用

支払利息 21,943 16,124

固定資産賃貸費用 12,794 8,459

為替差損 13,516 786

雑損失 2,019 4,089

営業外費用合計 50,273 29,459

経常利益 1,858,866 1,029,229

特別利益

貸倒引当金戻入額 749 6,822

特別利益合計 749 6,822

特別損失

固定資産除却損 ※4 28,812 ※4 22,439

リース解約損 8,082 16,586

賃貸借契約解約損 17,077 7,172

減損損失 ※5 83,821 ※5 246,350

本社移転損失引当金繰入額 － 77,746

特別損失合計 137,793 370,293

税金等調整前当期純利益 1,721,822 665,758

法人税、住民税及び事業税 822,341 385,575

法人税等調整額 △51,266 △28,926

法人税等合計 771,074 356,648

当期純利益 950,747 309,109
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(3)【連結株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

株主資本

資本金

前期末残高 414,789 414,789

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 414,789 414,789

資本剰余金

前期末残高 92,424 92,424

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 92,424 92,424

利益剰余金

前期末残高 3,708,318 4,454,702

当期変動額

剰余金の配当 △204,364 △204,364

当期純利益 950,747 309,109

当期変動額合計 746,383 104,745

当期末残高 4,454,702 4,559,447

自己株式

前期末残高 △922 △922

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △922 △922

株主資本合計

前期末残高 4,214,609 4,960,992

当期変動額

剰余金の配当 △204,364 △204,364

当期純利益 950,747 309,109

当期変動額合計 746,383 104,745

当期末残高 4,960,992 5,065,738
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 669 △242

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△912 △1,092

当期変動額合計 △912 △1,092

当期末残高 △242 △1,334

為替換算調整勘定

前期末残高 28,352 △66,334

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△94,686 23,792

当期変動額合計 △94,686 23,792

当期末残高 △66,334 △42,542

評価・換算差額等合計

前期末残高 29,021 △66,577

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△95,599 22,699

当期変動額合計 △95,599 22,699

当期末残高 △66,577 △43,877

純資産合計

前期末残高 4,243,631 4,894,415

当期変動額

剰余金の配当 △204,364 △204,364

当期純利益 950,747 309,109

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △95,599 22,699

当期変動額合計 650,784 127,445

当期末残高 4,894,415 5,021,860
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】

(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益 1,721,822 665,758

減価償却費 161,924 219,655

減損損失 83,821 246,350

貸倒引当金の増減額（△は減少） 32,858 △6,822

本社移転損失引当金の増減額（△は減少） － 77,746

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,542 16,128

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △240 △33,438

退職給付引当金の増減額（△は減少） 29,517 △49,390

受取利息及び受取配当金 △3,828 △2,056

支払利息 21,943 16,124

固定資産除却損 28,812 22,439

賃貸借契約解約損 17,077 －

売上債権の増減額（△は増加） △65,830 115,036

たな卸資産の増減額（△は増加） △13,483 47,078

仕入債務の増減額（△は減少） △46,510 △43,317

その他の資産の増減額（△は増加） △33,198 △32,310

その他の負債の増減額（△は減少） 69,156 82,707

未払消費税等の増減額（△は減少） △56,015 △53,143

小計 1,943,283 1,288,543

利息及び配当金の受取額 3,828 1,926

利息の支払額 △21,759 △16,174

法人税等の支払額 △780,539 △701,922

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,144,813 572,373

投資活動によるキャッシュ・フロー

有形固定資産の取得による支出 △235,482 △286,942

有形固定資産の除却による支出 △19,100 △9,546

無形固定資産の取得による支出 △78,201 △382,650

貸付けによる支出 △32,368 △1,000

貸付金の回収による収入 46,610 13,812

その他の支出 △132,591 △118,010

その他の収入 178,190 129,220

投資活動によるキャッシュ・フロー △272,944 △655,116

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） 6,427 113,191

長期借入れによる収入 50,000 100,000

長期借入金の返済による支出 △457,440 △216,405

ファイナンス・リース債務の返済による支出 △14,070 △48,945

配当金の支払額 △203,814 △203,881

財務活動によるキャッシュ・フロー △618,897 △256,040

現金及び現金同等物に係る換算差額 △19,212 10,672

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 233,759 △328,112

現金及び現金同等物の期首残高 2,198,062 2,431,822

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 2,431,822 ※1 2,103,710
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前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

当連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

(5)【継続企業の前提に関する注記】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

項目
前連結会計年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

１ 連結の範囲に関する事項 子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数 ４社 

連結子会社名 

Tabio Europe Limited 

タビオ奈良株式会社 

クラシカ株式会社 

Tabio France S.A.R.L. 

Tabio France S.A.R.L.は、新たに設

立したため、当連結会計年度より連結

子会社に含めております。

子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数 ３社 

連結子会社名 

Tabio Europe Limited 

タビオ奈良株式会社 

Tabio France S.A.R.L. 

クラシカ株式会社は当連結会計年度に

おいて清算したため、連結の範囲から

除いております。

２ 連結子会社の事業年度等

に関する事項

 Tabio Europe Limited、Tabio 

France S.A.R.L.の決算日は、12月31

日であります。連結財務諸表を作成す

るにあたっては、同日現在の財務諸表

を使用し、連結決算日との間に生じた

重要な取引については、連結上必要な

調整を行っております。

同左

３ 会計処理基準に関する事

項

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

  たな卸資産の評価基準及び評価方

法

   商品・貯蔵品

    移動平均法による原価法

(1) 重要な資産の評価基準及び評価方

法

  たな卸資産の評価基準及び評価方

法

   商品・貯蔵品

    移動平均法による原価法(収

益性の低下による簿価切下げ

の方法)

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 ① 有形固定資産

    定率法によっております。た

だし、平成10年４月１日以降取

得した建物(建物附属設備は除

く)については、定額法によっ

ております。

(2) 重要な減価償却資産の減価償却の

方法

 ① 有形固定資産(リース資産を除

く)

同左

 なお、主な耐用年数は次の通

りであります。

建物 10～50年

機械装置 ７～15年

工具、器具及び備品 ４～８年

  

 

 ② 無形固定資産

    ソフトウェア(自社利用分)に

ついては、社内における利用可

能期間(５年)に基づく定額法に

よっております。

 ② 無形固定資産(リース資産を除

く)

同左

―――  ③ リース資産

    所有権移転外ファイナンス・

リースに係るリース資産の減価

償却の方法は、リース期間を耐

用年数とし、残存価額を零とす

る定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が平

成21年２月28日以前の所有権移

転外ファイナンス・リース取引

については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理を

引き続き採用しております。
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

    債権の貸倒れによる損失に備

えるため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念債

権等特定の債権については、個

別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しておりま

す。

(3) 重要な引当金の計上基準

 ① 貸倒引当金

同左

 ② 賞与引当金

    従業員の賞与支給に充てるた

め、将来の支給見込額のうち、

当連結会計年度に負担すべき金

額を計上しております。

 ② 賞与引当金

同左

 ③ 役員賞与引当金

    役員に対して支給する賞与の

支出に充てるため、支給見込額

に基づき当連結会計年度に見合

う分を計上しております。

 ③ 役員賞与引当金

―――

 ④ 退職給付引当金

    従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における

退職給付債務及び年金資産の見

込額に基づき、当連結会計年度

末において発生していると認め

られる額を計上しております。

 ④ 退職給付引当金

同左

―――  ⑤ 本社移転損失引当金

    本社移転に伴い、将来発生が

見込まれる現状回復費用、その

他移転関連費用等の損失額につ

いて、合理的な見積額を計上し

ております。

(4) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に

移転すると認められるもの以外

のファイナンス・リース取引に

ついては、通常の賃貸借取引に

係る方法に準じた会計処理によ

っております。

―――

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

    金利スワップについては、特

例処理の要件を充たしているた

め、特例処理によっておりま

す。

(5) 重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

同左

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

   ヘッジ手段：金利スワップ取引

   ヘッジ対象：変動金利借入

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 ③ ヘッジ方針

    将来の金利変動リスクを回避

する目的でヘッジしておりま

す。

 ③ ヘッジ方針

同左

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

    特例処理によっている金利ス

ワップのため、有効性の評価は

省略しております。

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目
前連結会計年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

  消費税等の会計処理

    消費税及び地方消費税の会計

処理は、税抜き方式によってお

ります。

(6) その他連結財務諸表作成のための

重要な事項

  消費税等の会計処理

同左

４ 連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

 連結子会社の資産及び負債の評価方

法は、全面時価評価法によっておりま

す。

同左

５ 連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲

 連結キャッシュ・フロー計算書にお

ける資金（現金及び現金同等物）は、

手許現金、要求払預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短

期投資からなっております。

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

――― （1）「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用  

 「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準

委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を当

連結会計年度から適用し、評価基準については原価法か

ら原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）に変

更しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、売上総

利益、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益

は、それぞれ23,780千円減少しております。 

  

（2）「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処

理に関する当面の取扱い」の適用 

 当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い」（企業会計基

準委員会 平成18年５月17日 実務対応報告第18号）を

適用しております。 

 これによる連結財務諸表に与える影響は軽微でありま

す。 

  

（3）「リース取引に関する会計基準」等の適用 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おりましたが、当連結会計年度より「リース取引に関す

る会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日

（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」

（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日

本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30

日改正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じ

た会計処理によっております。また、所有権移転外ファ

イナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方

法については、リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法を採用しております。 

 なお、リース取引開始日が平成21年２月28日以前の所

有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理を引き続き採

用しております。 

 この結果、従来の方法によった場合に比べて、リース

資産が有形固定資産に13,700千円、リース債務が流動負

債に3,363千円、固定負債に10,430千円計上され、損益

に与える影響は軽微であります。
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【表示方法の変更】

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

――― (連結貸借対照表)

  財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成

20年８月７日内閣府令第50号）が適用となることに伴

い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として

掲記されたものは、当連結会計年度から「商品」「貯

蔵品」に区分掲記しております。なお、前連結会計年

度の「たな卸資産」に含まれる「商品」「貯蔵品」

は、それぞれ543,234千円、1,440千円であります。 

  

 前連結会計年度において流動負債の「その他」に含

めて表示しておりました「未払費用」（前連結会計年

度271,062千円）については、総資産額の100分の５を

超える金額となりましたので、当連結会計年度におい

ては区分掲記しております。 

  

 前連結会計年度において固定負債の「その他」に含

めて表示しておりました「リース債務」（前連結会計

年度70,878千円）については、総資産額の100分の１

を超える金額となりましたので、当連結会計年度にお

いては区分掲記しております。

(連結損益計算書)

  前連結会計年度まで、営業外収益の「雑収入」に含

めて表示しておりました受取家賃を、当連結会計年度

より、「固定資産賃貸料」に含めて表示することとし

ました。 

 なお、前連結会計年度の営業外収益の「雑収入」に

含まれている受取家賃は、1,190千円であります。

(連結損益計算書)

  前連結会計年度において、営業外費用の「その他」

に含めて表示しておりました「為替差損」（前連結会

計年度2,737千円）については、営業外費用の100分の

10を超える金額となりましたので、当連結会計年度に

おいては区分掲記しております。

―――

【追加情報】

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

(有形固定資産の減価償却方法) 

 法人税法の改正（（所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６号）及び（法人税法施行令

の一部を改正する政令平成19年３月30日 政令第83

号））に伴い、当連結会計年度から、平成19年３月31日

以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償

却が終了した翌年から５年間で均等償却する方法によっ

ております。 

 なお、これによる損益に与える影響は軽微でありま

す。

―――
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

前連結会計年度 
(平成21年２月28日)

当連結会計年度 
(平成22年２月28日)

※１ 担保に供している資産

建物及び構築物 749,563千円

土地 972,914千円

計 1,722,478千円

※１ 担保に供している資産

建物及び構築物 221,302千円

土地 242,484千円

計 463,786千円

   上記に対応する債務

短期借入金 126,216千円

長期借入金 247,174千円

計 373,390千円

   上記に対応する債務

短期借入金 156,615千円

長期借入金 202,129千円

計 358,744千円

※２ その他有価証券評価差額金

    外貨建出資金の取得原価に係る換算差額による

ものであります。

    なお、評価差額は全部純資産直入法により処理

しております。

※２ その他有価証券評価差額金

    同左
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(連結損益計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

※１ 季越商品については、販売可能価額まで評価替え

を実施しております。なお、当該評価損27,279千

円が売上原価に含まれております。

※１ 期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下げ後

の金額であり、たな卸資産評価損23,780千円が売

上原価に含まれております。

※２ 販売費及び一般管理費の主な内容は次の通りであ

ります。

従業員給与・賞与 2,156,075千円

役員報酬 138,509千円

賞与引当金繰入額 89,053千円

役員賞与引当金繰入額 33,438千円

退職給付費用 55,774千円

貸倒引当金繰入額 33,607千円

家賃 1,735,064千円

支払手数料 417,545千円

減価償却費 149,129千円

 

※２ 販売費及び一般管理費の主な内容は次の通りであ

ります。

従業員給与・賞与 2,165,792千円

役員報酬 147,439千円

役員賞与 13,990千円

賞与引当金繰入額 104,567千円

家賃 1,659,619千円

支払手数料 556,517千円

減価償却費 211,195千円

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費は8,483千円で

あります。

※３ 一般管理費に含まれる研究開発費は21,578千円で

あります。

※４ 固定資産除却損の内容は次の通りであります。

建物及び構築物 167千円

その他(什器・備品) 9,543千円

原状復帰費用 19,100千円

計 28,812千円

※４ 固定資産除却損の内容は次の通りであります。

建物及び構築物 1,253千円

その他(工具、器具及び備品等) 10,066千円

原状復帰費用 11,119千円

計 22,439千円
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前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

 

※５ 減損損失

   当連結会計年度において、当グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上いたしまし

た。

場所 用途 種類
減損損失
(千円)

関東地区
直営店舗 
(８店舗)

建物、什
器・備品
及びリー
ス資産

54,617

その他 
地区

直営店舗 
(６店舗)

建物、什
器・備品
及びリー
ス資産

29,203

合 計 83,821

    当グループは、キャッシュ・フローを生み出す

小単位として、店舗を基本単位とした資産のグ

ルーピングを行っております。また、店舗を管理

するための事務所、店舗へ商品を供給する物流施

設等については共用資産としております。

    営業活動から生ずる損益が継続してマイナスで

ある資産グループ及び退店の意思決定をしたこと

により、固定資産の回収可能価額が大きく低下し

たと判断した資産グループについては、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失(83,821千円)として特別損失に計上しておりま

す。

    その内訳は、建物11,787千円、什器・備品

29,248千円、リース資産42,785千円であります。

    なお、当資産グループの回収可能価額は固定資

産の使用価値により算定しており、将来キャッシ

ュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるも

のは回収可能価額を零として評価しております。

 

※５ 減損損失

   当連結会計年度において、当グループは以下の資

産グループについて減損損失を計上いたしまし

た。

場所 用途 種類
減損損失
(千円)

関東地区
直営店舗
(９店舗)

工具、器
具及び備
品及びリ
ース資産

他

39,133

国内
その他 
地区

旧本社設備、
直営店舗 
(９店舗) 

他

建物及び
構築物及
びリース
資産他

95,158

海外
直営店舗
(４店舗) 

他

工具、器
具及び備
品他

112,058

合 計 246,350

    当グループは、キャッシュ・フローを生み出す

小単位として、店舗を基本単位とした資産のグ

ルーピングを行っております。また、店舗を管理

するための事務所、店舗へ商品を供給する物流施

設等については共用資産としております。

    営業活動から生ずる損益が継続してマイナスで

ある資産グループ及び退店の意思決定をしたこと

により、固定資産の回収可能価額が大きく低下し

たと判断した資産グループについては、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失(246,350千円)として特別損失に計上しており

ます。

    その内訳は、建物及び構築物35,083千円、工

具、器具及び備品 134,691千円、リース資産

63,291千円、その他13,282千円であります。

    なお、当資産グループの回収可能価額は固定資

産の使用価値により算定しており、将来キャッシ

ュ・フローに基づく使用価値がマイナスであるも

のは回収可能価額を零として評価しております。
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(連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日）

１. 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 6,813,880 ― ― 6,813,880

２. 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 1,735 ― ― 1,735

３. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年５月29日 
定時株主総会

普通株式 204,364 30.00 平成20年２月29日 平成20年５月30日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成21年５月28日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 204,364 30.00 平成21年２月28日 平成21年５月29日
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当連結会計年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日）

１. 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 6,813,880 ― ― 6,813,880

２. 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 1,735 ― ― 1,735

３. 配当に関する事項

(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成21年５月28日 
定時株主総会

普通株式 204,364 30.00 平成21年２月28日 平成21年５月29日

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日

平成22年５月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 204,364 30.00 平成22年２月28日 平成22年５月28日
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

  現金及び預金 2,431,822千円

  預入期間が３か月を超える定期預

  金等 ―千円

  現金及び現金同等物 2,431,822千円

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

  現金及び預金 2,103,710千円

 預入期間が３か月を超える定期預

 金等 ―千円

  現金及び現金同等物 2,103,710千円

 

 ２ 重要な非資金取引の内容

  当連結会計年度に連結貸借対照表

  に計上したリース資産の取得額 98,332千円

 ２ 重要な非資金取引の内容

  当連結会計年度に連結貸借対照表

  に計上したリース資産の取得額 145,924千円
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当グループは、事業の種類として靴下の卸売、直営店での小売(以下「靴下関連事業」)及び靴下

製造関連機械の研究開発、小売を行っております。 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「靴下

関連事業」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。 

  

当グループは、事業の種類として靴下の卸売、直営店での小売(以下「靴下関連事業」)及び靴下

製造関連機械の研究開発、小売を行っております。 

全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める「靴下

関連事業」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。 

  

全セグメントの売上高の合計及びセグメントの資産の合計額に占める「日本」の割合がいずれも

90％を超えているため記載を省略しております。 

  

全セグメントの売上高の合計及びセグメントの資産の合計額に占める「日本」の割合がいずれも

90％を超えているため記載を省略しております。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高及び連結売上高に占める海外売上高

の割合の記載を省略しております。 

  

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高及び連結売上高に占める海外売上高

の割合の記載を省略しております。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)

２ 所在地別セグメント情報

前連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)

３ 海外売上高

前連結会計年度(自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日)

当連結会計年度(自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益 

 
  

(１株当たり情報)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

１株当たり純資産額 718円48銭

１株当たり当期純利益 139円57銭

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益

139円56銭

１株当たり純資産額 737円19銭

１株当たり当期純利益 45円38銭

潜在株式調整後１株当たり
当期純利益

―

項目
前連結会計年度

(平成21年２月28日)
当連結会計年度

(平成22年２月28日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額(千円) 4,894,415 5,021,860

普通株式に係る純資産額(千円) 4,894,415 5,021,860

普通株式の発行済株式数(千株) 6,813 6,813

普通株式の自己株式数(千株) 1 1

１株当たり純資産額の算定に用いられた
普通株式の数(千株)

6,812 6,812

項目
前連結会計年度

(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

連結損益計算書上の当期純利益(千円) 950,747 309,109

普通株式に係る当期純利益(千円) 950,747 309,109

普通株式の期中平均株式数(千株) 6,812 6,812

潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定に用
いられた普通株式増加数の主要な内訳(千株)

 新株予約権 0 ―

普通株式増加数(千株) 0 ―

タビオ㈱　（2668）　平成22年２月期決算短信

－31－



  

 
  

リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付、ストッ

ク・オプション等、企業結合等に関する注記事項については、決算短信における開示の必要性が大きく

ないと考えられるため、または該当事項がないため、開示を省略しております。 

  

(重要な後発事象)

前連結会計年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当連結会計年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

――― ―――

(開示の省略)
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5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】

(単位：千円)

前事業年度
(平成21年２月28日)

当事業年度
(平成22年２月28日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,242,418 2,018,632

受取手形 27,157 14,779

売掛金 805,913 722,808

商品 516,269 459,102

貯蔵品 1,211 798

前払費用 32,513 45,910

繰延税金資産 111,549 140,741

未収入金 75,095 27,207

その他 29,139 101,699

貸倒引当金 △32,670 △42,070

流動資産合計 3,808,598 3,489,610

固定資産

有形固定資産

建物 192,432 220,634

減価償却累計額 △96,739 △125,140

建物（純額） 95,693 95,493

構築物 1,575 1,640

減価償却累計額 △1,575 △1,640

構築物（純額） － －

工具、器具及び備品 235,836 263,042

減価償却累計額 △140,024 △167,172

工具、器具及び備品（純額） 95,811 95,869

土地 1,034,564 1,034,564

リース資産 － 17,125

減価償却累計額 － △3,425

リース資産（純額） － 13,700

建設仮勘定 1,883 12,801

有形固定資産合計 1,227,952 1,252,430

無形固定資産

ソフトウエア 3,754 259,913

ソフトウエア仮勘定 76,258 241,552

電話加入権 5,786 5,786

無形固定資産合計 85,800 507,252
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年２月28日)

当事業年度
(平成22年２月28日)

投資その他の資産

関係会社株式 318,840 151,091

出資金 21,633 19,804

長期貸付金 18,412 5,600

関係会社長期貸付金 86,001 70,605

長期未収入金 14,725 5,425

長期前払費用 3,998 2,597

繰延税金資産 155,447 102,064

差入保証金 903,907 953,445

その他 5,713 9,376

貸倒引当金 △1,111 △1,112

投資その他の資産合計 1,527,567 1,318,896

固定資産合計 2,841,320 3,078,579

資産合計 6,649,919 6,568,189

負債の部

流動負債

支払手形 96,851 80,093

買掛金 437,847 408,048

短期借入金 － 100,000

1年内返済予定の長期借入金 92,520 11,570

リース債務 － 28,659

未払金 67,257 77,756

未払費用 224,768 343,334

未払法人税等 582,634 270,829

未払消費税等 36,830 －

預り金 37,645 37,558

前受収益 1,985 2,082

賞与引当金 78,634 91,770

役員賞与引当金 27,978 －

本社移転損失引当金 － 77,746

その他 861 －

流動負債合計 1,685,813 1,529,448

固定負債

長期借入金 11,570 －

リース債務 － 88,877

長期未払金 104,406 63,898

退職給付引当金 154,660 102,764

長期預り保証金 125,500 118,000

長期リース資産減損勘定 23,052 64,004

固定負債合計 419,190 437,544

負債合計 2,105,003 1,966,992
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(単位：千円)

前事業年度
(平成21年２月28日)

当事業年度
(平成22年２月28日)

純資産の部

株主資本

資本金 414,789 414,789

資本剰余金

資本準備金 92,424 92,424

資本剰余金合計 92,424 92,424

利益剰余金

利益準備金 65,000 65,000

その他利益剰余金

別途積立金 100,000 100,000

繰越利益剰余金 3,873,867 3,931,241

利益剰余金合計 4,038,867 4,096,241

自己株式 △922 △922

株主資本合計 4,545,158 4,602,531

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金 △242 △1,334

評価・換算差額等合計 △242 △1,334

純資産合計 4,544,915 4,601,196

負債純資産合計 6,649,919 6,568,189
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(2)【損益計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

売上高 14,729,108 13,759,763

売上原価

商品期首たな卸高 515,953 516,269

当期商品仕入高 6,942,031 6,333,491

合計 7,457,984 6,849,761

他勘定振替高 100,304 89,300

商品期末たな卸高 516,269 459,102

売上原価合計 6,841,410 6,301,358

売上総利益 7,887,697 7,458,404

販売費及び一般管理費 6,200,089 6,506,631

営業利益 1,687,608 951,772

営業外収益

受取利息 2,997 2,010

受取配当金 601 －

仕入割引 45,612 38,412

固定資産賃貸料 36,576 38,581

退職給付引当金戻入額 － 21,556

受取手数料 15,549 15,655

雑収入 15,210 2,962

営業外収益合計 116,547 119,178

営業外費用

支払利息 4,340 3,523

貸倒引当金繰入額 － 9,401

為替差損 － 1,833

雑損失 1,952 1,182

営業外費用合計 6,292 15,939

経常利益 1,797,863 1,055,012

特別利益

貸倒引当金戻入額 737 －

特別利益合計 737 －

特別損失

固定資産除却損 23,077 18,397

子会社株式評価損 － 137,749

リース解約損 8,082 16,586

賃貸借契約解約損 17,077 7,172

減損損失 83,821 127,773

本社移転損失引当金繰入額 － 77,746

その他 － 723

特別損失合計 132,059 386,147

税引前当期純利益 1,666,541 668,864

法人税、住民税及び事業税 788,244 382,189

法人税等調整額 △52,078 24,937

法人税等合計 736,165 407,126

当期純利益 930,376 261,737
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(3)【株主資本等変動計算書】

(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

株主資本

資本金

前期末残高 414,789 414,789

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 414,789 414,789

資本剰余金

資本準備金

前期末残高 92,424 92,424

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 92,424 92,424

資本剰余金合計

前期末残高 92,424 92,424

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 92,424 92,424

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 65,000 65,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 65,000 65,000

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 100,000 100,000

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 100,000 100,000

繰越利益剰余金

前期末残高 3,147,855 3,873,867

当期変動額

剰余金の配当 △204,364 △204,364

当期純利益 930,376 261,737

当期変動額合計 726,012 57,373

当期末残高 3,873,867 3,931,241

利益剰余金合計

前期末残高 3,312,855 4,038,867

当期変動額

剰余金の配当 △204,364 △204,364

当期純利益 930,376 261,737

当期変動額合計 726,012 57,373

当期末残高 4,038,867 4,096,241
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(単位：千円)

前事業年度
(自 平成20年３月１日
至 平成21年２月28日)

当事業年度
(自 平成21年３月１日
至 平成22年２月28日)

自己株式

前期末残高 △922 △922

当期変動額

当期変動額合計 － －

当期末残高 △922 △922

株主資本合計

前期末残高 3,819,146 4,545,158

当期変動額

剰余金の配当 △204,364 △204,364

当期純利益 930,376 261,737

当期変動額合計 726,012 57,373

当期末残高 4,545,158 4,602,531

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 669 △242

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△912 △1,092

当期変動額合計 △912 △1,092

当期末残高 △242 △1,334

評価・換算差額等合計

前期末残高 669 △242

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△912 △1,092

当期変動額合計 △912 △1,092

当期末残高 △242 △1,334

純資産合計

前期末残高 3,819,815 4,544,915

当期変動額

剰余金の配当 △204,364 △204,364

当期純利益 930,376 261,737

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △912 △1,092

当期変動額合計 725,099 56,280

当期末残高 4,544,915 4,601,196
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前事業年度（自 平成20年３月１日 至 平成21年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年３月１日 至 平成22年２月28日） 

該当事項はありません。 

  

(4)【継続企業の前提に関する注記】
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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