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1.  平成22年1月期第1四半期の業績（平成21年1月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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1月期第1四半期 1,373 ― △13 ― △17 ― △10 ―
20年12月期第1四半期 1,393 △4.5 10 △84.5 15 △70.8 8 △70.8

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1月期第1四半期 △1,111.59 ―
20年12月期第1四半期 902.00 ―

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1月期第1四半期 5,796 1,341 23.1 139,709.61
20年12月期 5,299 1,385 26.1 144,341.01

（参考） 自己資本   22年1月期第1四半期  1,341百万円 20年12月期  1,385百万円

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12月期 ― 0.00 ― 3,200.00 3,200.00
22年1月期 ―
22年1月期 

（予想）
0.00 ― 3,200.00 3,200.00

3.  平成22年1月期の業績予想（平成21年1月1日～平成22年1月31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）

（注）業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
（注）当事業年度につきましては、決算期変更に伴い、13か月（平成21年１月１日～平成22年１月31日）となるため、対前期増減率は記載しておりません。
なお、第２四半期累計期間は、６か月（平成21年１月１日～平成21年６月30日）としております。 

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

3,103 8.7 101 175.5 106 102.4 45 147.7 4,780.10

通期 7,100 ― 266 ― 279 ― 150 ― 15,628.09
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期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。 

(2) 四半期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、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) 発行済株式数（普通株式） 

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1月期第1四半期 9,600株 20年12月期  9,600株
② 期末自己株式数 22年1月期第1四半期  ―株 20年12月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年1月期第1四半期 9,600株 20年12月期第1四半期 9,600株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．業績予想につきましては、本資料の発表日現在において当社が入手可能な情報に基づき作成しておりますが、実際の業績は今後の事業環境、経済状
況の変化等さまざまな要因により予想数値と異なる可能性があります。 
２．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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 当年度は、四半期報告制度の導入初年度であるため、「１．経営成績に関する定性的情報」及び「２．財政状態

に関する定性的情報」において比較・分析に用いた前年同期数値は参考値であります。 

当第１四半期におけるわが国経済は、３月の月例経済報告において、企業収益について「極めて大幅に減少」

としたほか、２月の有効求人倍率が0.59倍となり、前月比の下落幅は第１次石油危機以来34年ぶりの大きさを記

録、新規求人件数についても前年同月比30.1％減少し、全業種にてマイナスに転じるなど雇用情勢は一段と厳しさ

を増しました。また、２月の全国百貨店売上高が前年同月比11.5％減（既存店ベース）となり11年ぶりに２桁減を

記録するなど、個人の買い控え傾向が鮮明となりました。 

 当社が属する婦人靴業界におきましては、大手量販店による自社開発商品（ＰＢ商品）の拡大とＥＤＬＰ

（Everyday Low Price）政策の強化等により、商品販売価格の下落傾向がみられるなど事業環境は一段と厳しさを

増しました。 

 こうした環境のもと、当第１四半期において当社は、販売チャネル毎により木目細かな商品・価格政策を実施し

ました。百貨店向けに新ブランド“Le Chione riché”を投入し、差別化の強化に努めたほか、専門店、スーパ

ー・ＧＭＳ向けに新たに開発した低価格商材“Rimorchi”の販売を開始しました。小売部門においては２月に

JELLY BEANS ラフォーレ原宿新潟店、３月にnico Roöm by jelly beans札幌パルコ店を出店するとともに、JELLY 

BEANS DECKS 東京ビーチ店を閉鎖しました。この結果、３月31日現在の直営店舗数は19店舗となりました。 

 しかしながら、専門店及びアパレル顧客向け販売が想定以上に落ち込んだことなどから、百貨店事業強化に伴う

人件費の増加、直営店新規出店に伴う販売管理費の増加を吸収するには至りませんでした。 

 この結果、当第１四半期につきましては、売上高1,373百万円（前年同期比1.4％減）、営業損失13百万円（前年

同期は営業利益10百万円）、経常損失17百万円（前年同期は経常利益15百万円）、四半期純損失10百万円（前年同

期は四半期純利益８百万円）となりました。    

（1）資産、負債、純資産の状況  

（資産）  

 当第１四半期末における流動資産の残高は、2,792百万円（前事業年度は2,417百万円）となり、375百万円増加

しました。主な理由は、現金及び預金の増加（933百万円から1,210百万円へ276百万円増）並びに売上債権の増加

（1,226百万円から1,279百万円へ53百万円増）であります。 

また、固定資産の残高は、3,003百万円（前事業年度は2,882百万円）となり、121百万円増加しました。主な理

由は、第１ビル建替に伴う建設仮勘定の増加（293百万円から403百万円へ109百万円増）であります。 

（負債） 

当第１四半期末における流動負債の残高は、1,965百万円（前事業年度は1,984百万円）となり、19百万円減少し

ました。主な理由は、仕入債務の減少（1,145百万円から1,060百万円へ85百万円減）、１年内返済予定の長期借入

金の増加（685百万円から712百万円へ27百万円増）及び引当金の増加（5百万円から31百万円へ25百万円増）であ

ります。 

また、固定負債の残高は、2,489百万円（前事業年度は1,928百万円）となり、560百万円増加しました。主な理

由は、設備投資資金の調達等に係る長期借入金の増加（1,659百万円から2,215百万円へ556百万円増）でありま

す。 

（純資産） 

当第１四半期末における純資産の残高は、1,341百万円（前事業年度は1,385百万円）となり、44百万円減少しま

した。主な理由は、配当金の支払い及び四半期純損失に伴う繰越利益剰余金の減少によるものであります。  

（2）キャッシュ・フローの状況 

 当第１四半期会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前事業年度に比べて356百万

円増加し、1,005百万円となりました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果、使用した資金は、152百万円（前年同期は327百万円の支出）となりました。 

 主な内訳は、仕入債務の減少額85百万円、売上債権の増加額53百万円及びたな卸資産の増加額34百万円に対し、

減価償却費16百万円、賞与引当金の増加額21百万円によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果、使用した資金は、52百万円（前年同期は33百万円の収入）となりました。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出116百万円、差入保証金の差入による支出14百万円に対し、定期預

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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金の払戻による収入120百万円及び預入による支出40百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果、得られた資金は561百万円（前年同期は26百万円の収入）となりました。 

 これは主に、長期借入れによる収入800百万円に対し、長期借入金の返済による支出216百万円、配当金の支払額

22百万円によるものであります。 

 業績予想につきましては、平成21年２月10日に発表いたしました「平成20年12月期 決算短信（非連結）」に記載

しております予想から変更はありません。  

１．簡便な会計処理について   

①一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第１四半期会計期間末の貸倒実績率等が前事業年度末に算定したものと著しい変化がないと認められるた

め、前事業年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

  

②たな卸資産の評価方法 

 当第１四半期会計期間末のたな卸高の算出については、実地たな卸を省略し、前事業年度末に係る実地たな

卸高を基礎として合理的な方法により算出する方法によっております。 

 また、たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う方法によっております。 

  

③固定資産の減価償却費の算定方法 

 減価償却の方法として定率法を採用している固定資産については、事業年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定する方法によっております。 

  

④経過勘定項目の算定方法 

 合理的な算定方法による概算額で計上する方法によっております。 

  

⑤繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前事業年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異等の発生状

況に著しい変化がないと認められるので、前事業年度において使用した将来の業績予測やタックス・プランニ

ングを利用する方法によっております。 

  

２．四半期財務諸表の作成に特有の会計処理について  

①税金費用の計算 

 税金費用については、「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」第19項の規定により、「中間財務諸

表等における税効果会計に関する実務指針」第12項（法定実効税率を使用する方法）に準じて計算しておりま

す。なお、法人税等調整額は、法人税等に含めて表示しております。  

①四半期財務諸表に関する会計基準の適用  

 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」

に従い四半期財務諸表を作成しております。 

  

②たな卸資産の評価基準及び評価方法の変更 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として先入先出法による原価法によっておりま

したが、当第１四半期会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日）が適用されたことに伴い、主として先入先出法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 なお、当該変更に伴う損益に与える影響はありません。  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,210,662 933,739

受取手形及び売掛金 1,279,952 1,226,622

商品 246,631 212,377

その他 58,879 48,185

貸倒引当金 △3,700 △3,700

流動資産合計 2,792,425 2,417,224

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 809,169 810,820

土地 1,529,346 1,529,346

その他（純額） 432,445 323,157

有形固定資産合計 2,770,961 2,663,324

無形固定資産 13,360 11,708

投資その他の資産 219,503 207,220

固定資産合計 3,003,825 2,882,253

資産合計 5,796,251 5,299,477

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,060,188 1,145,356

1年内返済予定の長期借入金 712,929 685,728

未払法人税等 1,801 －

賞与引当金 21,000 －

返品調整引当金 10,000 5,800

その他 159,256 148,052

流動負債合計 1,965,175 1,984,937

固定負債   

長期借入金 2,215,705 1,659,294

退職給付引当金 94,357 91,915

役員退職慰労引当金 177,957 176,247

その他 1,843 1,409

固定負債合計 2,489,863 1,928,866

負債合計 4,455,039 3,913,804
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年３月31日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成20年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 308,100 308,100

資本剰余金 230,600 230,600

利益剰余金 800,413 841,804

株主資本合計 1,339,113 1,380,504

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,098 5,168

評価・換算差額等合計 2,098 5,168

純資産合計 1,341,212 1,385,673

負債純資産合計 5,796,251 5,299,477
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 1,373,466

売上原価 944,628

売上総利益 428,837

販売費及び一般管理費 442,553

営業損失（△） △13,715

営業外収益  

仕入割引 11,967

その他 3,061

営業外収益合計 15,029

営業外費用  

支払利息 14,384

その他 4,721

営業外費用合計 19,106

経常損失（△） △17,792

税引前四半期純損失（△） △17,792

法人税等 △7,121

四半期純損失（△） △10,671
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年３月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △17,792

減価償却費 16,159

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,442

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 1,710

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,000

返品調整引当金の増減額（△は減少） 4,200

受取利息及び受取配当金 △554

支払利息 14,384

売上債権の増減額（△は増加） △53,281

たな卸資産の増減額（△は増加） △34,254

仕入債務の増減額（△は減少） △85,168

その他 △5,406

小計 △136,562

利息及び配当金の受取額 554

利息の支払額 △14,556

法人税等の支払額 △1,491

営業活動によるキャッシュ・フロー △152,055

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 △40,351

定期預金の払戻による収入 120,000

有形固定資産の取得による支出 △116,514

無形固定資産の取得による支出 △240

投資有価証券の取得による支出 △449

差入保証金の差入による支出 △14,930

その他 △21

投資活動によるキャッシュ・フロー △52,507

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入れによる収入 800,000

長期借入金の返済による支出 △216,388

配当金の支払額 △22,478

財務活動によるキャッシュ・フロー 561,133

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 356,571

現金及び現金同等物の期首残高 648,596

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,005,168
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 当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四

半期財務諸表を作成しております。 

 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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）四半期損益計算書 

前第１四半期累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

  

科目 

前年同四半期
（平成20年12月期 
第１四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  1,393,123

Ⅱ 売上原価  981,504

売上総利益  411,618

Ⅲ 販売費及び一般管理費  400,806

営業利益  10,812

Ⅳ 営業外収益  17,669

Ⅴ 営業外費用  13,204

経常利益  15,277

Ⅵ 特別利益  200

Ⅶ 特別損失  328

税引前四半期純利益  15,148

法人税、住民税及び事業税  6,489

法人税等調整額 －

四半期純利益  8,659
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前第１四半期累計期間（平成20年１月１日～３月31日） 

   

（２）四半期キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（平成20年12月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益   15,148

減価償却費   14,551

退職給付引当金の増加額   1,303

役員退職慰労引当金の増加額   1,707

貸倒引当金の減少額   △200

賞与引当金の増加額   20,400

受取利息及び受取配当金   △523

支払利息   8,834

固定資産除却損   328

売上債権の減少額   73,964

たな卸資産の増加額   △56,109

仕入債務の減少額   △257,257

未払金の増加額   8,595

その他   △32,410

小計  △201,667

利息及び配当金の受取額   658

利息の支払額   △9,453

法人税等の支払額   △117,060

営業活動によるキャッシュ・フロー  △327,523

Ⅱ 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   △78,351

定期預金の払戻しによる収入   138,000

有形固定資産の取得による支出   △22,696

無形固定資産の取得による支出   △5,750

差入保証金の返還による収入   8,314

差入保証金の差入による支出   △5,438

その他   △470

投資活動によるキャッシュ・フロー  33,607

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

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   △255,936

配当金の支払額   △17,541

財務活動によるキャッシュ・フロー  26,522

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △267,394

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  711,230

Ⅵ 現金及び現金同等物の四半期末残高  443,836
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