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1.  平成24年3月期第3四半期の連結業績（平成23年4月1日～平成23年12月31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3四半期 21,204 10.1 761 37.8 873 ― △98 ―

23年3月期第3四半期 19,265 0.5 552 42.6 69 △52.8 297 ―

（注）包括利益 24年3月期第3四半期 △441百万円 （―％） 23年3月期第3四半期 △424百万円 （―％）

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3四半期 △2.86 ―

23年3月期第3四半期 8.66 8.61

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

24年3月期第3四半期 46,911 22,910 48.4 658.17
23年3月期 51,153 24,485 47.5 704.19

（参考） 自己資本   24年3月期第3四半期  22,696百万円 23年3月期  24,280百万円

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 ― 20.00 ― 23.00 43.00
24年3月期 ― 10.00 ―

24年3月期（予想） 20.00 30.00

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 29,400 10.2 1,100 51.2 1,400 203.0 250 △40.5 7.25



(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  ：  無  

(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 
この決算短信は金融商品取引法に基づく監査手続きの対象外であり、この決算短信の開示時点において、財務諸表に対する監査手続きは終了していません。 

※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。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添付資料
P.2「連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

4.  その他

新規 ―社 （社名） 、 除外 ―社 （社名）

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更   ：  有

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3Q 37,696,897 株 23年3月期 37,696,897 株

② 期末自己株式数 24年3月期3Q 3,212,526 株 23年3月期 3,216,412 株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 24年3月期3Q 34,481,931 株 23年3月期3Q 34,413,076 株
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１．当四半期決算に関する定性的情報 

（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年12月31日）におけるわが国経済は、東日本大

震災の影響による経済活動の停滞から回復の傾向が見られたものの、欧米の財務問題による急激な円高や

株価の低迷などにより、国内景気と個人消費は先行き不透明な状況で推移いたしました。 

衣料品業界におきましては、景気や雇用情勢の先行き不安や所得の伸び悩みなどで消費マインドの改善

にはいたらず、引き続き厳しい状況下にあります。 

このような経営環境が続くなか、当社グループは「お客様第一」「品質本位」の企業理念を基に経営の

効率化をすすめております。当第３四半期連結累計期間（平成23年４月１日～平成23年12月31日）におけ

る衣料品事業の中国工場群におきましては、引き続き経費の削減・生産の効率化を進めてまいりました。 

衣料品販売部門は、天候不順の影響はあったものの夏季のクールビズ対応による需要があり、売上高は

紳士・婦人服とも前年同期を上回ることができました。ＯＥＭ（相手先ブランドによる製造卸）は順調に

推移し、売上高が前年同期比で増加いたしました。 

不動産賃貸事業におきましては、小田原の商業施設「ダイナシティ」は堅調に推移し、節電への対応に

も努めて経費の削減をいたしましたが、オフィス賃貸は賃料の改定等もあり、前年同四半期を下回りまし

た。 

当第３四半期連結累計期間は、ＯＥＭの製造卸の売上高が増加したことにより、売上総利益率は前年同

四半期の53.2％から49.2％となりましたが売上総利益額は191百万円増加し、販売費及び一般管理費の削減

により、営業利益は前年同四半期に比べ208百万円改善することができました。 

また、受取利息や受取配当金などの営業外収益620百万円、支払利息や持分法による投資損失などの営業

外費用508百万円をそれぞれ計上いたしました。 

なお、法人税率引下げに関連する法律が公布されたことにともなう影響を計上するとともに、グループ

経営の効率化を図るために連結子会社の事業の一部撤退を決め、事業構造改善引当金繰入額120百万円を特

別損失として計上しております。 

この結果、第３四半期連結累計期間における売上高は21,204百万円（前年同四半期比10.1％増）、営業

利益は761百万円（前年同四半期比37.8％増）、経常利益は873百万円（前年同期は経常利益69百万円）、

四半期純損失は98百万円（前年同期は四半期純利益297百万円）となりました。 

 

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期連結会計期間末における総資産は、前連結会計年度末と比較して4,241百万円減少し、

46,911百万円（前連結会計年度比8.3％減）となりました。この主な内容は、現金及び預金の減少、減価償

却による固定資産の減少であります。純資産は1,574百万円減少し22,910百万円となり、自己資本比率は

48.4％となりました。 

 

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

今後の国内景気は不透明感が払拭されず、依然として厳しい経営環境が続くことが予想され、当社の業

績も影響を受けることが見込まれます。 

通期業績見通しにつきましては、売上高29,400百万円（従来予想どおり）、営業利益は1,100百万円（従
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来予想は1,050百万円）、経常利益は1,400百万円（従来予想は1,300百万円）、当期純利益は250百万円

（従来予想どおり）を見込んでおります。 

本日別途開示いたします「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

 

２．サマリー情報（その他）に関する事項 

（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 

該当事項はありません。 

 

（３）会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

【会計方針の変更】 

第１四半期連結会計期間より、「１株当たり当期純利益に関する会計基準」（企業会計基準第２号 平

成22年６月30日）及び「１株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第

４号 平成22年６月30日）を適用しております。 

潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額の算定にあたり、一定期間の勤務後に権利が確定するスト

ック・オプションについて、権利の行使により払い込まれると仮定した場合の入金額に、ストック・オプ

ションの公正な評価額のうち、将来企業が提供されるサービスに係る分を含める方法に変更しておりま

す。 

なお、これによる前第３四半期連結累計期間への影響はありません。 

 

【追加情報】 

第１四半期連結会計期間の期首以後に行われる会計上の変更及び過去の誤謬の訂正より、「会計上の変

更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企業会計基準第24号 平成21年12月４日）及び「会計上の変更及

び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第24号 平成21年12月４日）を適用

しております。 
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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：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 5,540 2,214

受取手形及び売掛金 3,141 3,670

たな卸資産 4,724 5,296

その他 1,884 1,436

貸倒引当金 △62 △69

流動資産合計 15,228 12,547

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 10,814 9,797

その他（純額） 3,263 3,273

有形固定資産合計 14,078 13,070

無形固定資産 771 966

投資その他の資産   

投資有価証券 18,574 17,681

その他 2,718 2,859

貸倒引当金 △217 △212

投資その他の資産合計 21,075 20,327

固定資産合計 35,924 34,364

資産合計 51,153 46,911

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 2,089 910

短期借入金 3,830 4,030

1年内返済予定の長期借入金 1,000 1,000

未払法人税等 186 152

賞与引当金 60 26

事業構造改善引当金 － 120

その他 3,357 2,841

流動負債合計 10,524 9,080

固定負債   

長期借入金 7,000 6,500

長期預り保証金 7,643 7,061

その他 1,499 1,358

固定負債合計 16,143 14,920

負債合計 26,667 24,001
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(単位：百万円)

前連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

当第３四半期連結会計期間 
(平成23年12月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 6,891 6,891

資本剰余金 8,689 8,687

利益剰余金 13,453 12,204

自己株式 △3,503 △3,497

株主資本合計 25,531 24,285

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 △999 △1,195

為替換算調整勘定 △251 △393

その他の包括利益累計額合計 △1,251 △1,589

新株予約権 120 135

少数株主持分 83 78

純資産合計 24,485 22,910

負債純資産合計 51,153 46,911
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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３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31日) 

売上高 19,265 21,204

売上原価 9,025 10,772

売上総利益 10,239 10,431

販売費及び一般管理費 9,687 9,669

営業利益 552 761

営業外収益   

受取利息 346 348

受取配当金 155 152

その他 105 119

営業外収益合計 607 620

営業外費用   

支払利息 229 252

為替差損 84 57

持分法による投資損失 448 149

組織再編費用 238 －

その他 89 48

営業外費用合計 1,090 508

経常利益 69 873

特別利益   

投資有価証券売却益 38 －

関係会社株式売却益 － 13

その他 5 2

特別利益合計 43 16

特別損失   

固定資産除売却損 22 36

投資有価証券売却損 568 －

事業構造改善引当金繰入額 － 120

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 149 －

その他 12 30

特別損失合計 753 186

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（△）

△639 703

法人税、住民税及び事業税 156 169

法人税等調整額 △1,083 635

法人税等合計 △927 804

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（△）

287 △101

少数株主損失（△） △10 △3

四半期純利益又は四半期純損失（△） 297 △98
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 四半期連結包括利益計算書 
 第３四半期連結累計期間 

(単位：百万円)

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成22年12月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成23年４月１日 
 至 平成23年12月31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（△）

287 △101

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 △312 △195

為替換算調整勘定 △428 △114

持分法適用会社に対する持分相当額 28 △29

その他の包括利益合計 △711 △339

四半期包括利益 △424 △441

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 △417 △436

少数株主に係る四半期包括利益 △7 △4
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（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）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。 
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