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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 129,055 △17.3 △458 ― △574 ― △10,949 ―

21年2月期 155,999 △11.2 △7,520 ― △7,616 ― △12,291 ―

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 △230.63 ― △46.8 △0.9 △0.4

21年2月期 △258.75 ― △35.2 △7.8 △4.8

（参考） 持分法投資損益 22年2月期  4百万円 21年2月期  △63百万円

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 38,952 19,914 50.6 415.56
21年2月期 83,407 37,102 32.4 569.26

（参考） 自己資本   22年2月期  19,727百万円 21年2月期  27,030百万円

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 2,273 △5,151 △7,901 9,700
21年2月期 △6,948 10,046 △6,507 20,465

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 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

22年2月期 ― ― ― 0.00 0.00 ― ― ―

23年2月期 
（予想）

― ― ― 0.00 0.00 ―

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

33,500 △48.2 △2,300 ― △2,200 ― △2,200 ― △46.34

通期 69,000 △46.5 △500 ― △500 ― △600 ― △12.64

-1-



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）  有  

（注）詳細は、５ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、２８ページ「１株当たり情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 2社 （社名
Aquascutum Group Limited     
株式会社レリアン

）

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 47,614,501株 21年2月期 47,614,501株

② 期末自己株式数 22年2月期  142,176株 21年2月期  130,463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 61,034 △22.6 △388 ― △526 ― 5,691 ―

21年2月期 78,857 △12.2 △6,110 ― △6,148 ― △16,473 ―

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 119.88 ―

21年2月期 △346.80 ―

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 48,094 14,835 30.8 312.51
21年2月期 54,053 8,883 16.4 187.09

（参考） 自己資本 22年2月期  14,835百万円 21年2月期  8,883百万円

※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に基づき、作成したものであり、実際の業績は今後様々な要因によって、予想数値と異なる
場合があります。上記予想に関する事項は、３ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析 ２ 次期の見通し」をご参照ください。 
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当連結会計年度におけるわが国経済は、景気後退局面から一部持ち直しの兆しが見られるものの、

国内の企業業績は依然低水準で推移しており、それに伴う雇用不安や所得の減少から、厳しい状況が

続いております。 

特に、アパレル業界におきましては、百貨店、量販店を中心とする主力流通業態で売上の低迷が続

いており、厳しい商戦を強いられております。 

当社グループにおきましても、主な販路である百貨店チャネルを中心に厳しい商戦を強いられまし

たが、不採算ブランド撤退や非効率店舗の再編等からなる抜本的構造改革に引き続き取り組み、経費

及び在庫の削減を図ったことにより、営業損失並びに経常損失は大幅に改善し、当期純損失について

も前連結会計年度に対して改善いたしました。 

また、当連結会計年度において、アクアスキュータムロンドン株式及びレリアン株式の売却関連損

失等を特別損失として計上いたしました。 

この結果、当連結会計年度の売上高は1,290億５千５百万円（前年同期比17.3%減）、営業損失は４

億５千８百万円（前年同期は75億２千万円の営業損失）、経常損失は５億７千４百万円（前年同期は

76億１千６百万円の経常損失）、当期純損失は109億４千９百万円（前年同期は122億９千１百万円の

当期純損失）となりました。 

  

次期の見通しにつきましては、雇用状況の低迷と所得の伸び悩みが依然として改善されず、消費環

境の好転には時間がかかると思われることから、引き続き厳しい経営環境が続くことが予想されま

す。 

このような状況により売上の拡大が望めないことから、在庫の圧縮並びに経費の削減に引き続き取

り組むとともに、お客様のニーズを的確に捉えた企画とより高い品質を兼ね備えた商品作りに邁進

し、企業価値の向上に努めてまいります。 

なお、当社の子会社であったAquascutum Group Limited及び株式会社レリアンの両社が連結の範囲

から除外されたことにより、平成23年２月期の当社の連結ベースの業績につきましては、売上高690

億円（前年同期比46.5%減）、営業損失５億円、経常損失５億円、当期純損失６億円を予想しており

ます。 

  

総資産は、前連結会計年度末に比べて 444億５千５百万円減少し、389億５千２百万円となりまし

た。これは、連結子会社の減少などによるものであります。 

負債は、前連結会計年度末に比べて 272億６千６百万円減少し、190億３千７百万円となりまし

た。これは、連結子会社の減少などによるものであります。 

純資産は、前連結会計年度末に比べて 171億８千８百万円減少し、199億１千４百万円となりまし

た。これは、連結子会社の減少などによるものであります。 

  

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

①当期の経営成績

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
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当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

て107億６千５百万円減少し、97億円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況は以下の通りです。 

営業活動による資金は、売上債権の減少による増加、たな卸資産の減少による増加等により、22億

７千３百万円の収入となりました。 

投資活動による資金は、連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出等により、51億５千

１百万円の支出となりました。 

財務活動による資金は、短期借入金及び長期借入金の返済等により、79億１百万円の支出となりま

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）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、連結キャッシュ・フロー計算書の「営業活動によるキャッシュ・フロ

ー」を使用しております。 

（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。 

（注5）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。 

（注6）平成18年２月期、平成20年２月期及び平成21年２月期のキャッシュ・フロー対有利子負債比率及

びインタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナ

スのため、記載を省略しております。 

  

株主への利益還元を経営の最重要課題のひとつとしつつ、グループ全体としての財務体質の改善と

経営基盤の強化のための内部留保との調和を図りながら、その利益に見合った配当を目指し努力する

ことを基本方針としております。早期に配当できるよう、当社グループの収益基盤の強化を図ってま

いります。 

  

②キャッシュ・フローの状況

（イ）営業活動によるキャッシュ・フロー

（ロ）投資活動によるキャッシュ・フロー

（ハ）財務活動によるキャッシュ・フロー

平成18年２月期 平成19年２月期 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（％） 56.3 42.7 38.2 32.4 50.6

時価ベースの自己資本比率
（％）

57.5 43.4 17.6 6.6 18.9

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

－ 5.4 － － 0.7

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

－ 4.8 － － 7.3

(3）利益配分に関する方針

㈱レナウン（3606）　平成22年2月期決算短信
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(注) 

１．※は連結子会社であります。 

２．☆は持分法適用関連会社であります。 

  

2. 企業集団の状況

㈱ レ ナ ウ ン

衣服等繊維製品 衣服等繊維製品関連

※㈱ ＲＥＤＵインターフェイス ※㈱ ＲＥＤＵロジスティクス

※㈱アニヤ・ハインドマーチジャパン ※㈱ レナウンアパレル科学研究所

※㈱ レナウンインクス ☆ファッションスウィート

※㈱ ローゼ

※㈱ 宮之城レナウン

※㈱ アズール

※ブレードブレー ㈱

※㈱ ダーバン宮崎ソーイング

☆東洋ソーイング ㈱ その他
※レナウンシンガポール

※上海レナウン

※南通レナウン

☆上海華鐘レナウン

※Ｉ．Ｄ．Ｄ．イタリア ※㈱ レナウンハートフルサポート

※㈱ レナウンエージェンシー

※レナウンエンタープライズ
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当社グループは、「新しさへ立ち向かうチャレンジ精神を常に持ち続け、ファッションを通じてお

客様の新鮮で心豊かなライフスタイルの創造に貢献する『感性創造企業』を目指していきます。」と

いう企業理念に基づき、消費者にご満足頂ける商品とサービスの提供に努め、業績の向上により株主

のご期待に応えることを目指してまいります。 

  

当社グループは、新経営方針であるＲ-ＭＡＰを策定し、平成26年２月期で営業利益率７％達成を

目指します。 

  

平成26年２月期で営業利益率７％を達成するため、Ｒ-ＭＡＰに基づき機動的な経営体制の構築、

ブランドリニューアル及びビジネスモデルの進化、販売チャネルの多角化、人材育成プログラムの強

化等の諸施策を実施し、目標達成に向けて邁進いたします。 

  

当社グループは、聖域なき改革の名のもとに抜本的構造改革を断行したことにより、経営資源の集

中を図り、効率的な経営を行うための基盤作りを実現いたしましたが、予想以上に厳しい市況の影響

により、誠に遺憾ながら３期連続の営業損失の計上となりました。 

しかしながら、平成22年２月期後半よりメンズカジュアル衣料やＧＭＳ向け商品の売上が堅調に推

移し、平成23年２月期に入ってからの売上も計画を上回る水準で推移しております。また、今後も引

き続き在庫の圧縮や経費の削減を進めてまいります。 

さらに、新経営方針であるＲ-ＭＡＰを平成21年８月７日より段階的に発表しておりますが、各フ

ェーズで掲げている諸施策を着実に実行し、更なる効率経営の追求と利益体質への転換を推し進めて

まいります。 

以上のことから、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせる状況は無いと判断しております。 

  

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) 中長期的戦略

(4) 会社の対処すべき課題

㈱レナウン（3606）　平成22年2月期決算短信
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４．連結財務諸表 
(1) 連結貸借対照表 

(単位：百万円)

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 20,859 ※1  10,203 

受取手形及び売掛金 16,203 8,702 

有価証券 180 185 

たな卸資産 16,575 － 

商品及び製品 － ※1  6,455 

仕掛品 － 510 

原材料及び貯蔵品 － 807 

繰延税金資産 1,608 － 

その他 2,382 1,418 

貸倒引当金 △379 △261 

流動資産合計 57,431 28,021 

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 ※1  19,956 ※1  9,424 

減価償却累計額 △14,360 △7,601 

建物及び構築物（純額） 5,595 1,822 

機械装置及び運搬具 2,658 1,685 

減価償却累計額 △2,212 △1,390 

機械装置及び運搬具（純額） 445 295 

土地 ※1  5,424 ※1  1,416 

その他 4,619 3,058 

減価償却累計額 △3,333 △2,458 

その他（純額） 1,285 599 

有形固定資産合計 12,750 4,133 

無形固定資産   

のれん 115 － 

その他 1,698 386 

無形固定資産合計 1,814 386 

投資その他の資産   

投資有価証券 ※1  2,770 ※1  1,822 

出資金 18 18 

長期貸付金 450 304 

差入保証金 5,103 ※1  3,122 

繰延税金資産 1,414 14 

その他 2,162 ※1  1,357 

貸倒引当金 △508 △228 

投資その他の資産合計 11,411 6,410 

固定資産合計 25,976 10,931 

資産合計 83,407 38,952 

㈱レナウン（3606）　平成22年2月期決算短信
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(単位：百万円)

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 14,616 ※1  6,952 

短期借入金 ※1  7,020 ※1  578 

1年内返済予定の長期借入金 ※1  1,439 288 

未払費用 5,641 3,141 

未払法人税等 454 248 

返品調整引当金 1,115 896 

賞与引当金 426 89 

事業構造改善引当金 936 752 

その他 1,876 391 

流動負債合計 33,527 13,338 

固定負債   

長期借入金 ※1  3,494 ※1  800 

繰延税金負債 3 － 

退職給付引当金 7,338 4,211 

役員退職慰労引当金 549 8 

事業構造改善引当金 1,234 542 

その他 156 136 

固定負債合計 12,776 5,699 

負債合計 46,304 19,037 

純資産の部   

株主資本   

資本金 15,005 15,005 

資本剰余金 19,514 19,791 

利益剰余金 △2,764 △14,880 

自己株式 △121 △123 

株主資本合計 31,633 19,792 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,202 △206 

繰延ヘッジ損益 △151 △104 

為替換算調整勘定 △3,248 246 

評価・換算差額等合計 △4,602 △65 

少数株主持分 10,072 187 

純資産合計 37,102 19,914 

負債純資産合計 83,407 38,952 
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(2) 連結損益計算書 

(単位：百万円)

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 155,999 129,055 

売上原価 92,542 71,765 

売上総利益 63,456 57,290 

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 5,912 5,211 

貸倒引当金繰入額 344 43 

従業員給料 30,052 24,579 

賞与引当金繰入額 393 343 

役員退職慰労引当金繰入額 68 65 

福利厚生費 6,210 5,335 

その他 27,995 22,169 

販売費及び一般管理費合計 70,976 57,749 

営業損失（△） △7,520 △458 

営業外収益   

受取利息 97 35 

受取配当金 303 38 

受取地代家賃 673 387 

持分法による投資利益 － 4 

その他 338 340 

営業外収益合計 1,412 807 

営業外費用   

支払利息 543 311 

固定資産除却損 151 132 

退職給付費用 － 197 

為替差損 240 － 

持分法による投資損失 63 － 

その他 509 281 

営業外費用合計 1,508 923 

経常損失（△） △7,616 △574 

特別利益   

固定資産売却益 2,344 131 

投資有価証券売却益 77 － 

関係会社株式売却益 166 － 

共済会解散益 － 274 

役員退職慰労引当金戻入額 60 － 

事業構造改善引当金戻入額 － 57 

その他 161 40 

特別利益合計 2,810 503 
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(単位：百万円)

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) 

特別損失   

たな卸資産評価損 2,261 － 

固定資産売却損 408 78 

減損損失 ※1  491 ※1  706 

投資有価証券売却損 573 － 

投資有価証券評価損 153 － 

関係会社株式売却損 7 － 

関係会社株式売却関連損失 － 8,370 

退職給付費用 421 － 

退職特別加算金 1,323 － 

事業構造改善費用 ※2  226 ※2  243 

事業撤退損 － 213 

為替換算調整勘定取崩損 － 168 

その他 500 116 

特別損失合計 6,368 9,897 

税金等調整前当期純損失（△） △11,174 △9,969 

法人税、住民税及び事業税 786 663 

法人税等調整額 4 29 

法人税等合計 791 693 

少数株主利益 325 287 

当期純損失（△） △12,291 △10,949 

㈱レナウン（3606）　平成22年2月期決算短信

-10-



(3) 連結株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

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 15,005 15,005 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 15,005 15,005 

資本剰余金   

前期末残高 19,514 19,514 

当期変動額   

連結範囲の変動 － 276 

当期変動額合計 － 276 

当期末残高 19,514 19,791 

利益剰余金   

前期末残高 9,530 △2,764 

当期変動額   

役員賞与 △0 － 

当期純損失（△） △12,291 △10,949 

連結範囲の変動 △3 △1,166 

当期変動額合計 △12,295 △12,115 

当期末残高 △2,764 △14,880 

自己株式   

前期末残高 △110 △121 

当期変動額   

自己株式の取得 △11 △1 

当期変動額合計 △11 △1 

当期末残高 △121 △123 

株主資本合計   

前期末残高 43,939 31,633 

当期変動額   

役員賞与 △0 － 

当期純損失（△） △12,291 △10,949 

連結範囲の変動 △3 △889 

自己株式の取得 △11 △1 

当期変動額合計 △12,306 △11,840 

当期末残高 31,633 19,792 
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(単位：百万円)

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 △297 △1,202 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △904 995 

当期変動額合計 △904 995 

当期末残高 △1,202 △206 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △298 △151 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 146 46 

当期変動額合計 146 46 

当期末残高 △151 △104 

為替換算調整勘定   

前期末残高 △453 △3,248 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,794 3,494 

当期変動額合計 △2,794 3,494 

当期末残高 △3,248 246 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △1,049 △4,602 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,552 4,537 

当期変動額合計 △3,552 4,537 

当期末残高 △4,602 △65 

少数株主持分   

前期末残高 10,104 10,072 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △32 △9,884 

当期変動額合計 △32 △9,884 

当期末残高 10,072 187 
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(単位：百万円)

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) 

純資産合計   

前期末残高 52,994 37,102 

当期変動額   

役員賞与 △0 － 

当期純損失（△） △12,291 △10,949 

連結範囲の変動 △3 △889 

自己株式の取得 △11 △1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △3,584 △5,347 

当期変動額合計 △15,891 △17,188 

当期末残高 37,102 19,914 
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(4) 連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

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損失（△） △11,174 △9,969 

減価償却費 2,524 1,586 

減損損失 491 706 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,117 △153 

受取利息及び受取配当金 △400 △74 

支払利息 543 311 

たな卸資産評価損 2,261 － 

固定資産売却損益（△は益） △1,936 △53 

固定資産除却損 151 132 

持分法による投資損益（△は益） 63 △4 

投資有価証券売却損益（△は益） 496 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 153 83 

関係会社株式売却損益（△は益） △159 － 

関係会社株式売却関連損失 － 8,370 

賞与引当金の増減額（△は減少） △116 △55 

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △393 △876 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △1,233 144 

為替換算調整勘定取崩損 － 168 

売上債権の増減額（△は増加） 3,041 3,259 

たな卸資産の増減額（△は増加） 2,842 3,864 

仕入債務の増減額（△は減少） △2,218 △2,962 

その他の流動資産の増減額（△は増加） △175 211 

その他の流動負債の増減額（△は減少） △31 △1,562 

その他 827 23 

小計 △5,559 3,152 

利息及び配当金の受取額 416 84 

利息の支払額 △543 △311 

法人税等の支払額 △1,261 △652 

営業活動によるキャッシュ・フロー △6,948 2,273 
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(単位：百万円)

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) 

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 △340 △1,850 

定期預金の払戻による収入 234 624 

有形固定資産の取得による支出 △1,180 △532 

有形固定資産の売却による収入 8,754 281 

無形固定資産の取得による支出 △396 △364 

無形固定資産の売却による収入 324 － 

投資有価証券の取得による支出 △13 △2 

投資有価証券の売却による収入 1,034 3 

子会社株式の取得による支出 △9 △10 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
支出

－ △4,386 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

214 － 

貸付けによる支出 △325 △201 

貸付金の回収による収入 1,668 307 

その他 81 981 

投資活動によるキャッシュ・フロー 10,046 △5,151 

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） 5,310 △6,199 

長期借入れによる収入 1,332 2,795 

長期借入金の返済による支出 △13,080 △4,398 

自己株式の取得による支出 △11 △1 

少数株主への配当金の支払額 △58 △97 

財務活動によるキャッシュ・フロー △6,507 △7,901 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,077 13 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △4,485 △10,765 

現金及び現金同等物の期首残高 24,951 20,465 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  20,465 ※1  9,700 
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該当事項はありません。 

  

(1)連結子会社の数         17社  

主要な連結子会社の名称     ㈱ＲＥＤＵインターフェイス  

当連結会計年度において、Aquascutum Group Limitedは株式を全部売却したため、Aquascutum 

Group Limited及びAquascutum Group Limitedの子会社20社を連結の範囲から除外し、みなし

売却日(平成21年６月30日)までの損益計算書を連結しております。 

また、㈱レリアンは株式の一部を売却したため、㈱レリアン及び㈱レリアンの子会社５社を連

結の範囲から除外し、みなし売却日（平成21年12月31日）までの損益計算書を連結しておりま

す。  

なお、Renown America, Inc．他４社は清算結了により、連結の範囲から除外しております。 

  

(1)持分法を適用した関連会社数    ３社  

主要な会社等の名称   東洋ソーイング㈱  

  

連結子会社のうち、国内子会社４社及び海外子会社５社の決算日は、12月末日であります。連

結財務諸表の作成にあたっては、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。 

  

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法  

①有価証券  

その他有価証券 

時価のあるもの 

連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法による算定）によっております。 

時価のないもの 

移動平均法による原価法によっております。 

②デリバティブ 

時価法によっております。  

③棚卸資産  

主に先入先出法による原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法）によっておりま

す。 

(5) 継続企業の前提に関する注記

(6) 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

１．連結の範囲に関する事項

２．持分法の適用に関する事項

３．連結子会社の事業年度に関する事項

４．会計処理基準に関する事項
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(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) 

主として定率法を採用しております。なお、平成10年４月１日以降取得した建物（建物附

属設備を除く）は、定額法を採用しております。  

耐用年数及び残存価額については、法人税法に規定する方法と同一の基準によっておりま

す。  

海外連結子会社は、見積耐用年数に基づく定額法を採用しております。 

②リース資産 

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  

リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用しております。  

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始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によっております。 

(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。

②返品調整引当金  

  

 

当連結会計年度末日後に予想される売上返品による損失に対処す

るため、当社及び主たる国内連結子会社は、過去の返品率等を勘

案した将来の返品による損失予想額を計上しております。

③賞与引当金 

 

従業員の賞与の支給に備えるため、当社及び国内連結子会社は、

支給見込額のうち当連結会計年度の負担額を計上しております。

④事業構造改善引当金  

  

 

ブランド統廃合を主とする構造改革に係る損失に備えるため、今

後発生が見込まれる費用について、合理的に見積られる金額を計

上しております。

⑤退職給付引当金 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

従業員の退職給付に備えるため、当社及び主たる国内連結子会社

は、当連結会計年度末における退職給付債務の見込額に基づき、

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。 

なお、会計基準変更時差異については、15年による按分額を費用

処理しております。  

また、過去勤務債務は、発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定年数による定額法により、発生の連結会計年度から

費用処理することとしております。  

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の

平均残存勤務期間による定額法により按分した額をそれぞれの発

生の翌連結会計年度から費用処理することとしております。

⑥役員退職慰労引当金 

 

役員の退職金の支給に備えるため、主たる連結子会社は、内規に

基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。
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(4)重要なヘッジ会計の方法 

①ヘッジ会計の方法 

繰延ヘッジ処理によっております。  

為替予約が付されている外貨建金銭債権債務については振当処理を行っており、特例処理

の要件を満たす金利スワップ及び金利キャップ取引については特例処理を行っておりま

す。 

②ヘッジ手段とヘッジ対象 

 
③ヘッジ方針 

重要なデリバティブ取引は、取締役会の決議事項であります。為替変動リスクを回避する

目的で行われる為替予約取引及び金利変動リスクを回避する目的で行われる金利スワップ

及び金利キャップ取引については、経理部門で取引を実行するとともに、取引の残高状況

を把握し、管理しております。 

④ヘッジ有効性評価の方法 

毎連結会計年度末に、個別取引毎のヘッジ効果を検証しておりますが、為替予約取引につ

いては、外貨建仕入金額の円価と為替予約の円価との変動比率により相関関係を判断し、

金利スワップ及び金利キャップ取引については、元本・利率・期間等の条件が同一の場合

は、ヘッジ効果が極めて高いことから本検証を省略しております。 

(5)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

①消費税等の会計処理 

税抜方式によっております。 

  

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。 

  

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、随時引き

出し可能な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。 

  

ａ ヘッジ手段 

 

デリバティブ取引（為替予約取引、金利スワップ及び金利キャップ取

引）

ｂ ヘッジ対象 外貨建金銭債権債務、予定取引及び借入金

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

６．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
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１．リース取引に関する会計基準等 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、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。 

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、引き続き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。 

この変更による損益への影響は軽微であります。 

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 

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」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

なお、この変更による損益への影響はありません。 

  

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「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」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」に含まれた「商品及び製品」は14,152百万円、「仕掛

品」は1,011百万円、「原材料及び貯蔵品」は1,412百万円であります。 

  

(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

（会計方針の変更）

（表示方法の変更）
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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 担保提供資産

銀行借入金(10,357百万円)の担保に供している資

産は、次のとおりであります。 

 

建物及び構築物 1,644百万円

土地 1,958百万円

投資有価証券(株式) 111百万円

 

※１ 担保提供資産

銀行借入金(1,200百万円)、買掛金(616百万円)及

び支払手形(612百万円)の担保に供している資産

は、次のとおりであります。

現金及び預金 450百万円

商品及び製品 1,000百万円

建物及び構築物 1,032百万円

土地 807百万円

投資有価証券(株式) 246百万円

差入保証金 124百万円

投資その他の資産(その
他)

800百万円

㈱レナウン（3606）　平成22年2月期決算短信

-20-



  

(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 減損損失

当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しておりま

す。

(1)減損損失を認識した資産グループ及び金額

場所 用途 種類
減損損失 

(百万円)

－ － のれん 163

東京都 2件 

その他 2件

事業所 貯 蔵 品、建

物、機 械 装

置、工具器具

備品、リース

資産

96

東京都 24件 

その他 107件

店舗 建物、工具器

具備品、その

他投資、その

他の資産(長

期前払費用)

232

※１ 減損損失 

当連結会計年度において、当社グループは以下の

資産グループについて減損損失を計上しておりま

す。

(1)減損損失を認識した資産グループ及び金額

場所 用途 種類
減損損失 

(百万円)

東京都 1件 

その他 2件

事業所 建物、機械装

置、リース資

産、ソフトウ

エア

56

東京都 23件 

その他 55件

店舗 建物、機械装

置、工具器具

備品、リース

資産、ソフト

ウエア、その

他の無形固定

資産、その他

の資産(長期

前払費用)

649

(2)減損損失の認識に至った経緯

継続的に営業損失を計上しており、かつ、将来キ

ャッシュ・フローの見積り総額が各資産の帳簿価

額を下回る資産グループの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(273百万

円)として、また、ブランド統廃合を主とする構

造改革を意思決定したことに伴い、統廃合の対象

となる資産の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(218百万円)として特

別損失に計上しております。

(2)減損損失の認識に至った経緯

継続的に営業損失を計上しており、かつ、将来キ

ャッシュ・フローの見積り総額が各資産の帳簿価

額を下回る資産グループ及び撤退の意思決定をし

た店舗等の帳簿価額をそれぞれ回収可能価額まで

減額し、当該減少額を減損損失として特別損失に

計上しております。

(3)資産のグルーピングの方法

継続的に収支の把握を行っている事業部門を基礎

としたグルーピングをしております。

(3)資産のグルーピングの方法

同左

(4)回収可能価額の算定方法

貸与資産等については正味売却価額により、店舗

及びのれんについては使用価値により測定してお

ります。正味売却価額は不動産鑑定評価に基づ

き、使用価値は将来キャッシュ・フローに基づき

算定しております。なお、割引前将来キャッシ

ュ・フローがマイナスであるため割引率の記載を

省略しております。

(4)回収可能価額の算定方法

貸与資産等については正味売却価額により、店舗

については使用価値により測定しております。正

味売却価額は不動産鑑定評価に基づき、使用価値

は将来キャッシュ・フローに基づき算定しており

ます。なお、割引前将来キャッシュ・フローがマ

イナスであるため割引率の記載を省略しておりま

す。

※２ 事業構造改善費用

ブランド統廃合を主とする構造改革に係る損失

で、事業構造改善引当金繰入額532百万円、商品

評価損戻入307百万円、返品調整引当金繰入額1百

万円であります。

※２ 事業構造改善費用

Aquascutum Group Limitedにおける事業縮小・撤

退に係る費用であります。
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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） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

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 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

 
（変動事由の概要） 

増加数の主な内訳は、次の通りであります。 

 
  

  

 
  

(連結株主資本等変動計算書関係)

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) 47,614,501 ― ― 47,614,501

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) 87,357 43,106 ― 130,463

単元未満株式の買取りによる増加 43,106株

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) 47,614,501 ― ― 47,614,501

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) 130,463 11,713 ― 142,176

単元未満株式の買取りによる増加 11,713株

(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

現金及び預金勘定 20,859百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △393百万円

現金及び現金同等物 20,465百万円

※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

現金及び預金勘定 10,203百万円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △503百万円

現金及び現金同等物 9,700百万円
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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） 

「衣服等繊維製品事業」の売上高、営業損失及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営

業損失及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を超えているため、記載を

省略しております。 

  

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） 

当連結会計年度において、「その他の事業」に含まれる「加工食品・果汁飲料の製造販売事業」

（以下「加工食品関連事業」という）の営業利益の絶対値が営業損失の生じているセグメントの営業

損失の合計額の絶対値の10％を超えることとなりました。しかしながら、「加工食品関連事業」に係

る連結子会社であった㈱アーデンが当連結会計年度末において子会社ではなくなったことから記載対

象セグメントの継続性を考慮した結果、「加工食品関連事業」を除けば「衣服等繊維製品事業」が営

業損失の合計額に占める割合の90％超であり、「衣服等繊維製品事業」の売上高及び資産の金額も、

全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％を超

えているため、記載を省略しております。 

  

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） 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占める本国の割合が90％を超

えているため、記載を省略しております。 

  

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） 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメント資産の金額の合計額に占める本国の割合が90％を超

えているため、記載を省略しております。 

  

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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

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） 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

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、開示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

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高

(リース取引関係)
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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） 

役員等 

  

 
(注) １ 取引条件ないし取引条件の決定方針等 

営業取引につきましては、一般取引条件を参考にして決定しております。 

２ 取引金額には消費税等は含まれておりません。 

  

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。 

  

  

(関連当事者情報)

属性 氏名 住所
資本金 

(百万円)
事業の内容 
又は職業

議決権等の
所有(被所有)

割合(％)
関係内容 取引の内容

取引金額 
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員 川島隆明 ― ― 当社取締役 ―
代表取締
役である
大新東㈱
との契約

運転業務
の提供

運転業務料
の支払

4 ― ―

(税効果会計関係)

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 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

繰延税金資産

 たな卸資産評価損 4,278百万円

 貸倒引当金 1,324百万円

 事業構造改善引当金 882百万円

 退職給付引当金 2,869百万円

 繰越欠損金 19,426百万円

 未実現損益 9百万円

 その他 3,202百万円

  繰延税金資産小計 31,993百万円

 評価性引当額 △28,971百万円

  繰延税金資産合計 3,022百万円

繰延税金負債

 その他有価証券評価差額金 △3百万円

  繰延税金負債合計 △3百万円

 
 

１ 繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

 

繰延税金資産

たな卸資産評価損 1,776百万円

貸倒引当金 932百万円

事業構造改善引当金 526百万円

退職給付引当金 1,680百万円

繰越欠損金 32,444百万円

未実現損益 9百万円

その他 1,700百万円

 繰延税金資産小計 39,071百万円

評価性引当額 △39,057百万円

 繰延税金資産合計 14百万円

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳

 法定実効税率と税効果会計適用後の

法人税等の負担率との差異について

は、税金等調整前当期純損失が計上

されているため記載しておりませ

ん。

 

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負

担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

同左
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前連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

(有価証券関係)

区分

前連結会計年度
(平成21年２月28日)

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

株式 782 1,064 282

小計 782 1,064 282

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

株式 261 238 △22

小計 261 238 △22

合計 1,043 1,303 259

売却額 
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額 
(百万円)

989 77 573

区分

前連結会計年度
(平成21年２月28日)

連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式 1,278

非上場外国債券 180
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当連結会計年度 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

  

 
  

３ 時価評価されていない主な有価証券 

  

 
  

区分

当連結会計年度
(平成22年２月28日)

取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額
(百万円)

差額 
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えるもの

株式 1,418 1,459 40

小計 1,418 1,459 40

連結貸借対照表計上額が取得原価
を超えないもの

株式 ― ― ―

小計 ― ― ―

合計 1,418 1,459 40

売却額 
(百万円)

売却益の合計額
(百万円)

売却損の合計額 
(百万円)

2 ― 0

区分

当連結会計年度
(平成22年２月28日)

連結貸借対照表計上額(百万円)

その他有価証券

非上場株式 212

非上場外国債券 185
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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、開示を省略しております。 

  

  

 
  

(デリバティブ取引関係)

(退職給付関係)

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 採用している退職給付制度の概要

当社及び主たる国内連結子会社は、退職一時金制度

及び適格年金制度を採用しております。また、従業

員の退職等に際しては、退職給付会計に準拠した数

理計算による退職給付債務の対象とされない割増退

職金を支払う場合があります。

１ 採用している退職給付制度の概要

同左

 

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 12,019百万円

  (内訳)

② 未認識過去勤務債務 △535百万円

③ 未認識数理計算上の差異 1,432百万円

④ 会計基準変更時差異の未処理額 940百万円

⑤ 年金資産 2,842百万円

⑥ 退職給付引当金 7,338百万円

(注) 一部の国内連結子会社は、退職給付債務の

算定にあたり、簡便法を採用しておりま

す。

 

２ 退職給付債務に関する事項

① 退職給付債務 5,301百万円

 (内訳)

② 未認識過去勤務債務 △444百万円

③ 未認識数理計算上の差異 730百万円

④ 会計基準変更時差異の未処理額 804百万円

⑤ 退職給付引当金 4,211百万円

 

(注)       同左

 

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用        (注)１ 672百万円

② 利息費用 252百万円

③ 期待運用収益 △67百万円

④ 過去勤務債務の費用処理額 △121百万円

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 272百万円

⑥ 会計基準変更時差異の費用処理額 181百万円

⑦ 大量退職に伴う退職給付費用 
              (注)２

421百万円

⑧ 臨時に支払った割増退職金等 1,124百万円

⑨ 退職給付費用 2,736百万円

(注)１ 一部の国内連結子会社は、簡便法を採

用しており、退職給付費用は、勤務費

用に計上されております。

２ 大量退職に伴う退職給付費用を特別損失

に計上しております。

 

３ 退職給付費用に関する事項

① 勤務費用 690百万円

② 利息費用 228百万円

③ 期待運用収益 △53百万円

④ 過去勤務債務の費用処理額 △90百万円

⑤ 数理計算上の差異の費用処理額 237百万円

⑥ 会計基準変更時差異の費用処理額 134百万円

⑦ 退職給付費用 1,146百万円

 

(注) 一部の国内連結子会社は、簡便法を採用し

ており、退職給付費用は、勤務費用に計上

されております。

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 2.0％

③ 期待運用収益率 2.0％

④ 過去勤務債務の額の処理年数 10年

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 ９～12年

⑥ 会計基準変更時差異の処理年数 15年
 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

① 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

② 割引率 2.0％

③ 期待運用収益率 2.0％

④ 過去勤務債務の額の処理年数 10年

⑤ 数理計算上の差異の処理年数 ９～12年

⑥ 会計基準変更時差異の処理年数 15年
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（注） 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

  

２ １株当たり当期純損失 

 
  

該当事項はありません。 

  

(１株当たり情報)

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株当たり純資産額 569円 26銭 415円 56銭

１株当たり当期純損失(△) △258円 75銭 △230円 63銭

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益

１株当たり当期純損失であり、また潜

在株式が存在していないため、記載し

ておりません。

同左

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

37,102百万円 19,914百万円

普通株式に係る純資産額 27,030百万円 19,727百万円

差額の主な内訳 
少数株主持分

10,072百万円 187百万円

普通株式の発行済株式数 47,614,501株 47,614,501株

普通株式の自己株式数 130,463株 142,176株

１株当たり純資産額の算定に
用いられた普通株式の数

47,484,038株 47,472,325株

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)

 当期純損失(△) △12,291百万円 △10,949百万円

 普通株主に帰属しない金額 －百万円 －百万円

 普通株式に係る当期純損失
(△)

△12,291百万円 △10,949百万円

 普通株式の期中平均株式数 47,502,944株 47,476,374株

(重要な後発事象)
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５．個別財務諸表 
(1) 貸借対照表 

(単位：百万円)

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 6,011 7,001 

受取手形 1,544 868 

売掛金 9,019 7,356 

商品及び製品 7,613 5,308 

原材料 732 － 

仕掛品 422 241 

貯蔵品 49 － 

原材料及び貯蔵品 － 689 

前渡金 172 82 

前払費用 775 500 

未収入金 1,210 1,158 

未収消費税等 － 19 

短期貸付金 4,326 3,328 

その他 273 233 

貸倒引当金 △2,703 △2,047 

流動資産合計 29,449 24,742 

固定資産   

有形固定資産   

建物 7,495 7,673 

減価償却累計額 △5,828 △6,329 

建物（純額） 1,667 1,343 

構築物 286 284 

減価償却累計額 △234 △238 

構築物（純額） 52 46 

機械及び装置 84 84 

減価償却累計額 △75 △78 

機械及び装置（純額） 8 6 

車両運搬具 0 － 

減価償却累計額 － － 

車両運搬具（純額） 0 － 

工具、器具及び備品 2,016 2,116 

減価償却累計額 △1,384 △1,681 

工具、器具及び備品（純額） 632 434 

土地 1,438 1,289 

有形固定資産合計 3,799 3,119 

無形固定資産   

商標権 187 170 

ソフトウエア 16 7 

その他 134 133 

無形固定資産合計 338 311 
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(単位：百万円)

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   

投資有価証券 1,427 1,671 

関係会社株式 15,531 13,275 

出資金 18 18 

関係会社出資金 602 602 

従業員に対する長期貸付金 366 295 

関係会社長期貸付金 87 87 

長期前払費用 234 68 

長期預金 － 800 

差入保証金 2,269 3,001 

その他 473 411 

貸倒引当金 △544 △309 

投資その他の資産合計 20,466 19,920 

固定資産合計 24,604 23,352 

資産合計 54,053 48,094 

負債の部   

流動負債   

支払手形 4,207 4,078 

買掛金 2,952 2,434 

短期借入金 6,164 400 

1年内返済予定の長期借入金 17,615 288 

未払金 755 151 

未払費用 3,215 2,537 

未払法人税等 145 134 

未払消費税等 240 － 

預り金 1,229 121 

返品調整引当金 974 773 

賞与引当金 77 56 

事業構造改善引当金 936 752 

その他 215 104 

流動負債合計 38,728 11,832 

固定負債   

長期借入金 1,835 800 

関係会社長期借入金 － 17,055 

退職給付引当金 3,161 2,891 

役員退職慰労引当金 75 － 

事業構造改善引当金 1,234 542 

その他 134 136 

固定負債合計 6,441 21,426 

負債合計 45,169 33,259 
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(単位：百万円)

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 15,005 15,005 

資本剰余金   

資本準備金 3,751 3,751 

その他資本剰余金 16,040 16,040 

資本剰余金合計 19,791 19,791 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △25,218 △19,526 

利益剰余金合計 △25,218 △19,526 

自己株式 △121 △123 

株主資本合計 9,456 15,146 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △358 △206 

繰延ヘッジ損益 △213 △104 

評価・換算差額等合計 △572 △311 

純資産合計 8,883 14,835 

負債純資産合計 54,053 48,094 
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(2) 損益計算書 

(単位：百万円)

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 78,857 61,034 

売上原価   

商品及び製品期首たな卸高 13,842 10,170 

当期商品仕入高 28,168 20,048 

当期製品製造原価 13,139 9,856 

合計 55,150 40,076 

他勘定振替高 △1,706 1,317 

商品及び製品期末たな卸高 10,170 5,710 

返品調整引当金戻入額 1,158 890 

返品調整引当金繰入額 890 755 

売上原価合計 46,418 32,914 

売上総利益 32,438 28,120 

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 2,791 1,653 

物流委託費 2,896 2,261 

貸倒引当金繰入額 203 27 

従業員給料 18,224 14,140 

賞与引当金繰入額 68 50 

役員退職慰労引当金繰入額 10 － 

福利厚生費 3,507 2,837 

地代家賃 2,242 1,686 

その他 8,603 5,851 

販売費及び一般管理費合計 38,549 28,509 

営業損失（△） △6,110 △388 

営業外収益   

受取利息 85 89 

受取配当金 387 163 

受取地代家賃 688 354 

関係会社経営指導料 115 319 

その他 295 74 

営業外収益合計 1,571 1,001 

営業外費用   

支払利息 999 764 

退職給付費用 167 126 

その他 443 248 

営業外費用合計 1,610 1,139 

経常損失（△） △6,148 △526 
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(単位：百万円)

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) 

特別利益   

固定資産売却益 2,036 － 

投資有価証券売却益 126 － 

関係会社株式売却益 25 7,040 

関係会社清算益 － 248 

ゴルフ会員権売却益 － 20 

役員退職慰労引当金戻入額 60 － 

共済会解散益 － 274 

貸倒引当金戻入額 14 367 

事業構造改善引当金戻入額 － 57 

特別利益合計 2,263 8,009 

特別損失   

たな卸資産評価損 1,700 － 

固定資産売却損 408 78 

減損損失 274 76 

投資有価証券売却損 573 － 

投資有価証券評価損 141 － 

関係会社株式売却損 101 － 

関係会社株式売却関連損失 － 966 

関係会社株式評価損 5,939 － 

退職給付費用 358 － 

退職特別加算金 941 － 

貸倒引当金繰入額 1,843 385 

事業構造改善費用 226 － 

事業撤退損 － 213 

その他 44 32 

特別損失合計 12,553 1,752 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △16,438 5,729 

法人税、住民税及び事業税 35 38 

法人税等合計 35 38 

当期純利益又は当期純損失（△） △16,473 5,691 
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(3) 株主資本等変動計算書 

(単位：百万円)

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 15,005 15,005 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 15,005 15,005 

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 3,751 3,751 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 3,751 3,751 

その他資本剰余金   

前期末残高 16,040 16,040 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 16,040 16,040 

資本剰余金合計   

前期末残高 19,791 19,791 

当期変動額   

当期変動額合計 － － 

当期末残高 19,791 19,791 

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 △8,744 △25,218 

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △16,473 5,691 

当期変動額合計 △16,473 5,691 

当期末残高 △25,218 △19,526 

利益剰余金合計   

前期末残高 △8,744 △25,218 

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △16,473 5,691 

当期変動額合計 △16,473 5,691 

当期末残高 △25,218 △19,526 

自己株式   

前期末残高 △110 △121 

当期変動額   

自己株式の取得 △11 △1 

当期変動額合計 △11 △1 

当期末残高 △121 △123 
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(単位：百万円)

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) 

株主資本合計   

前期末残高 25,942 9,456 

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △16,473 5,691 

自己株式の取得 △11 △1 

当期変動額合計 △16,485 5,690 

当期末残高 9,456 15,146 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 194 △358 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △553 152 

当期変動額合計 △553 152 

当期末残高 △358 △206 

繰延ヘッジ損益   

前期末残高 △296 △213 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 82 109 

当期変動額合計 82 109 

当期末残高 △213 △104 

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △102 △572 

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △470 261 

当期変動額合計 △470 261 

当期末残高 △572 △311 

純資産合計   

前期末残高 25,840 8,883 

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △16,473 5,691 

自己株式の取得 △11 △1 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △470 261 

当期変動額合計 △16,956 5,951 

当期末残高 8,883 14,835 
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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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６．その他 
 
  （1）役員の異動 
     現時点で決定しておりません。 
     決定次第開示いたします。 
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