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1.  平成23年2月期第2四半期の連結業績（平成22年3月1日～平成22年8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 ％

23年2月期第2四半期 33,200 △48.7 △1,646 ― △1,656 ― △1,717 ―

22年2月期第2四半期 64,671 ― △2,442 ― △2,625 ― △3,715 ―

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

23年2月期第2四半期 △30.13 ―

22年2月期第2四半期 △78.26 ―

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

23年2月期第2四半期 39,151 22,436 56.8 275.33
22年2月期 38,952 19,914 50.6 415.56

（参考） 自己資本   23年2月期第2四半期  22,247百万円 22年2月期  19,727百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  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

22年2月期 ― ― ― 0.00 0.00

23年2月期 ― ―

23年2月期 
（予想）

― 0.00 0.00

3.  平成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、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  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 68,000 △47.3 △500 ― △500 ― △600 ― △8.83



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  

（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」に記載される四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表
示方法等の変更の有無となります。 

(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は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、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
基づく四半期連結財務諸表のレビュー手続は終了しておりません。 

※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。業績予想に関しましては、〔添付資料〕２ページ「１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報（３）連結業績予想
に関する定性的情報」をご参照下さい。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.３「２．その他の情報」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 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年2月期2Q 80,947,834株 22年2月期  47,614,501株

② 期末自己株式数 23年2月期2Q  146,751株 22年2月期  142,176株

③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年2月期2Q 56,993,911株 22年2月期2Q 47,478,575株
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当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、景気刺激策等により一部に景気の持ち直しの動き

が見られたものの、円高、株安傾向などの不安材料から先行き不透明感を払拭できず、雇用情勢、個人

消費など依然として厳しい状況で推移いたしました。 

このような環境の中、アパレル業界におきましては、天候不順の影響や消費者の生活防衛意識、低価

格志向などの動きから個人消費の低迷が続きました。 

当社グループにおきましては、昨年実施いたしましたアクアスキュータムロンドン株式の売却及び株

式会社レリアンの株式売却に伴い、両社が連結対象から外れたことから、売上高は前年同四半期に比べ

て大幅に減少いたしました。また、引き続き厳しい商戦を強いられた中、百貨店向けレディス衣料が堅

調に推移したことにより、売上高は当初予想に比べ若干下回ったものの、売上利益率は改善し、さら

に、非効率店舗の再編や経費削減に引き続き取り組んだことにより、営業損失、経常損失、四半期純損

失はいずれも予想数値に比べて改善いたしました。 

この結果、当社グループの当第２四半期連結累計期間の売上高は332億円（前年同四半期比48.7%

減）、営業損失は16億４千６百万円（前年同四半期は24億４千２百万円の営業損失）、経常損失は16億

５千６百万円（前年同四半期は26億２千５百万円の経常損失）、四半期純損失は17億１千７百万円（前

年同四半期は37億１千５百万円の四半期純損失）となりました。 

  

(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、前連結会計年度末に比べて１億９千９百万円増加し、391

億５千１百万円となりました。これは、現金及び預金の増加、受取手形及び売掛金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23億２千２百万円減少し、167億１千５百万円となりました。こ

れは、支払手形及び買掛金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25億２千１百万円増加し、224億３千６百万円となりました。

これは、資本金及び資本剰余金の増加、四半期純損失の計上に伴う利益剰余金の減少などによるもので

あります。 

  

(キャッシュ・フローの状況) 

当第２四半期連結累計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動による

キャッシュ・フローの減少が12億１千１百万円、投資活動によるキャッシュ・フローの減少が１億２百

万円、財務活動によるキャッシュ・フローの増加が36億８千７百万円となりました。 

これらの結果、当第２四半期連結会計期間末の資金残高は前連結会計年度末に比べ23億４千４百万円

増加し、120億４千４百万円となりました。 

  

平成23年2月期通期連結業績予想につきましては、今後についても第２四半期連結累計期間と同様に厳

しい商況が予想されることから、売上高は前回発表予想を若干下回る見込みです。しかしながら、営業利

益、経常利益、当期純利益については、引き続き利益率の改善等に取り組むことから、前回発表予想から

変更はありません。 

1. 当四半期の連結業績等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

(2) 連結財政状態に関する定性的情報

(3) 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

2. その他の情報

(1) 重要な子会社の異動の概要

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要
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３．四半期連結財務諸表 
(1) 四半期連結貸借対照表 

(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成22年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 12,495 10,203

受取手形及び売掛金 6,587 8,702

有価証券 150 185

商品及び製品 6,064 6,455

仕掛品 654 510

原材料及び貯蔵品 749 807

繰延税金資産 0 －

その他 1,300 1,418

貸倒引当金 △165 △261

流動資産合計 27,838 28,021

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 9,369 9,424

減価償却累計額 △7,624 △7,601

建物及び構築物（純額） 1,745 1,822

機械装置及び運搬具 1,668 1,685

減価償却累計額 △1,371 △1,390

機械装置及び運搬具（純額） 297 295

土地 1,416 1,416

その他 2,898 3,058

減価償却累計額 △2,367 △2,458

その他（純額） 530 599

有形固定資産合計 3,989 4,133

無形固定資産   

その他 385 386

無形固定資産合計 385 386

投資その他の資産   

投資有価証券 2,363 1,822

差入保証金 3,095 3,122

繰延税金資産 14 14

その他 1,660 1,680

貸倒引当金 △196 △228

投資その他の資産合計 6,938 6,410

固定資産合計 11,313 10,931

資産合計 39,151 38,952
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(単位：百万円)

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年８月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(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 5,401 6,952

短期借入金 550 578

1年内返済予定の長期借入金 238 288

未払費用 2,461 3,141

未払法人税等 258 248

返品調整引当金 912 896

賞与引当金 98 89

事業構造改善引当金 678 752

その他 493 391

流動負債合計 11,091 13,338

固定負債   

長期借入金 800 800

繰延税金負債 145 －

退職給付引当金 4,355 4,211

役員退職慰労引当金 7 8

事業構造改善引当金 218 542

その他 98 136

固定負債合計 5,623 5,699

負債合計 16,715 19,037

純資産の部   

株主資本   

資本金 17,005 15,005

資本剰余金 21,791 19,791

利益剰余金 △16,598 △14,880

自己株式 △124 △123

株主資本合計 22,074 19,792

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 211 △206

繰延ヘッジ損益 △221 △104

為替換算調整勘定 183 246

評価・換算差額等合計 172 △65

少数株主持分 189 187

純資産合計 22,436 19,914

負債純資産合計 39,151 38,952
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(2) 四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 64,671 33,200

売上原価 36,293 19,048

売上総利益 28,377 14,151

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 2,778 1,781

貸倒引当金繰入額 44 －

従業員給料 12,969 7,056

賞与引当金繰入額 531 76

福利厚生費 2,866 1,433

その他 11,628 5,449

販売費及び一般管理費合計 30,819 15,798

営業損失（△） △2,442 △1,646

営業外収益   

受取利息 19 6

受取配当金 29 95

受取地代家賃 196 167

持分法による投資利益 3 －

その他 189 138

営業外収益合計 438 408

営業外費用   

支払利息 171 25

株式交付費 － 232

退職給付費用 130 67

持分法による投資損失 － 10

その他 319 82

営業外費用合計 621 418

経常損失（△） △2,625 △1,656

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 89

共済会解散益 274 －

その他 22 10

特別利益合計 296 100

特別損失   

減損損失 523 －

投資有価証券評価損 21 －

事業構造改善費用 243 －

事業撤退損 － 62

為替換算調整勘定取崩損 168 －

移転費用 － 17

特別損失合計 956 80
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

税金等調整前四半期純損失（△） △3,285 △1,636

法人税、住民税及び事業税 302 80

法人税等調整額 △21 △1

法人税等合計 280 78

少数株主利益 149 1

四半期純損失（△） △3,715 △1,717
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(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31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損失（△） △3,285 △1,636

減価償却費 779 257

減損損失 523 －

貸倒引当金の増減額（△は減少） 56 △127

受取利息及び受取配当金 △48 △102

支払利息 171 25

固定資産除却損 74 31

株式交付費 － 232

持分法による投資損益（△は益） △3 10

投資有価証券評価損益（△は益） 21 －

賞与引当金の増減額（△は減少） 181 9

事業構造改善引当金の増減額（△は減少） △428 △398

退職給付引当金の増減額（△は減少） 187 157

為替換算調整勘定取崩損 168 －

売上債権の増減額（△は増加） 3,918 2,100

たな卸資産の増減額（△は増加） 1,884 292

仕入債務の増減額（△は減少） △3,657 △1,500

その他の流動資産の増減額（△は増加） 156 36

その他の流動負債の増減額（△は減少） △1,678 △548

その他 111 △29

小計 △866 △1,189

利息及び配当金の受取額 59 113

利息の支払額 △171 △25

法人税等の支払額 △280 △109

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,259 △1,211

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 △365 △4

定期預金の払戻による収入 267 56

有形固定資産の取得による支出 △436 △126

有形固定資産の売却による収入 106 12

投資有価証券の取得による支出 △1 －

投資有価証券の売却による収入 7 －

子会社株式の取得による支出 △8 －

貸付けによる支出 △121 △109

貸付金の回収による収入 139 93

その他 261 △22

投資活動によるキャッシュ・フロー △152 △102
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(単位：百万円)

前第２四半期連結累計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年３月１日 
 至 平成22年８月31日) 

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） △539 △28

長期借入れによる収入 800 －

長期借入金の返済による支出 △1,090 △50

株式の発行による収入 － 3,767

自己株式の取得による支出 △1 △1

少数株主への配当金の支払額 △97 －

財務活動によるキャッシュ・フロー △928 3,687

現金及び現金同等物に係る換算差額 85 △28

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,254 2,344

現金及び現金同等物の期首残高 20,465 9,700

現金及び現金同等物の四半期末残高 18,211 12,044
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該当事項はありません。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日) 

「衣服等繊維製品事業」の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失

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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日) 

「衣服等繊維製品事業」の売上高及び営業損失の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業損失

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。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31日) 

全セグメントの売上高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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31日) 

全セグメントの売上高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。 

  

前第２四半期連結累計期間(自 平成21年３月１日 至 平成21年８月31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。 

  

当第２四半期連結累計期間(自 平成22年３月１日 至 平成22年８月31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 

  

当社は、平成22年７月30日付で、山東如意科技集団有限公司から第三者割当増資の払込みを受けまし

た。この結果、当第２四半期連結累計期間において資本金が1,999百万円、資本準備金が1,999百万円増

加し、当第２四半期連結会計期間末において資本金が17,005百万円、資本剰余金が21,791百万円となっ

ております。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕

(6) 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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