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1.  平成21年6月期第2四半期の連結業績（平成20年7月1日～平成20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 ％

21年6月期第2四半期 10,042 ― 968 ― △686 ― △610 ―

20年6月期第2四半期 11,137 △4.7 1,204 △3.3 406 △82.7 220 △83.2

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

21年6月期第2四半期 △36.35 ―

20年6月期第2四半期 12.67 ―

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

21年6月期第2四半期 30,136 21,744 72.2 1,312.79
20年6月期 31,972 23,734 74.2 1,408.20

（参考） 自己資本   21年6月期第2四半期  21,744百万円 20年6月期  23,734百万円

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6月期 ― 0.00 ― 35.00 35.00
21年6月期 ― 0.00 ――― ――― ―――

21年6月期（予想） ――― ――― ― 35.00 35.00

3.  平成21年6月期の連結業績予想（平成20年7月1日～平成21年6月30日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  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 19,000 △14.2 1,700 △26.9 100 △88.2 △200 ― △12.07

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) 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  無  

(3) 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（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もの） 

（注）詳細は、３頁【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※１．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影響を与える不確実な要因に係る仮定を前提としております。実際の業績は、今
後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。 
２．当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。  

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） 21年6月期第2四半期  17,653,506株 20年6月期  17,653,506株

② 期末自己株式数 21年6月期第2四半期  1,090,270株 20年6月期  799,146株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年6月期第2四半期  16,785,645株 20年6月期第2四半期  17,368,234株



定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

  

 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発する金融不安の影響などによ

り企業の業績は、自動車産業、電機産業を中心に、全産業において急激に悪化しており、生産調整、雇用調整が加速

しています。ユニフォーム業界においては、制服の更新需要は減退し、メンズ業界においては、消費者心理は冷え込

み、非常に厳しい状況が続きました。 

 このような状況のもと当社グループは、ユニフォーム部門におきましては、「安全」「快適」「環境」「安心」を

テーマとして、エンドユーザーのニーズにマッチした新商品の開発に努力してまいりました。特に「環境」において

は、平成20年６月には、ワーキングユニフォームメーカーとしては日本初の産業廃棄物の広域認定を取得し、この制

度を活用した物件の受注に努力してまいりました。また、カジュアルテイストのユニフォームとして、「JAPAN（日

本）」「WIN（勝利）」という意味を込めたブランド「Jawin（ジャウィン）」の展開を引き続き強化し、販促キャン

ペーンによる新たな需要の喚起に努めました。平成17年１月に販売を開始したセーフティスニーカーは、新商品の開

発・展開を強化し、新たな営業の柱として、引き続き順調に売上を伸ばしております。医療用白衣においては、ユー

ザーのニーズにマッチした新商品の開発や、新規取引先の開拓を積極的に進めるとともに、既存取引先との取り組み

強化を図るなど、当社医療用白衣「WHISeL（ホワイセル）」ブランドの知名度向上と、売上の拡大に努力してまいり

ました。 

 メンズ部門におきましては、品質・コスト・付加価値の追求により、市場のニーズに対応した商品の提供に努力し

てまいりました。また、流通チャネルの変化に対応するため、新規販売チャネルの開拓の強化を図るとともに、既存

取引先との取り組みを強化してまいりました。 

 また、急激に悪化する市況の中、利益を確保していくため、生産体制の見直しや経費の削減に取り組み、コスト構

造の見直しを進めてまいりました。引き続き、役員報酬をはじめとする人件費の見直しを含め、製造原価及び経費の

削減に向けて抜本的な改革に取り組んでまいります。 

 この結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は10,042百万円となりました。利益面におきましては、売上高の減

少により、営業利益は968百万円となりました。急激な円高の進行により、輸入取引に係る為替変動リスクをヘッジ

する目的で行っておりますクーポンスワップ取引に係る時価評価等によりデリバティブ評価損1,746百万円を営業外

費用に計上したことにより、経常損失は686百万円となりました。株式市場の低迷により、投資有価証券評価損430百

万円を特別損失に計上したことにより、四半期純損失は610百万円となりました。 

２．連結財政状態に関する定性的情報 

（１）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における総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ1,836百万円減少し、

30,136百万円となりました。 

 流動資産は、前連結会計年度末に比べ84百万円減少し、18,062百万円となりました。これは主に現金及び預金が

1,180百万円増加したことと、受取手形及び売掛金が782百万円、流動資産その他が501百万円減少したことなどによ

るものであります。 

 固定資産は、前連結会計年度末に比べ1,752百万円減少し、12,073百万円となりました。これは主に投資有価証券

が評価替えにより1,623百万円減少したことなどによるものであります。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ1,161百万円減少し、5,359百万円となりました。これは主に支払手形及び買

掛金が960百万円減少したことなどによるものであります。 

 固定負債は、前連結会計年度末に比べ1,314百万円増加し、3,032百万円となりました。これは主に固定負債のその

他が1,329百万円増加したことなどによるものであります。 

 純資産は、前連結会計年度に比べ1,990百万円減少し、21,744百万円となりました。これは主に利益剰余金が1,199

百万円、その他有価証券評価差額金が577百万円減少したことなどによるものであります。 
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（２）キャッシュ・フローの状況  

 当第２四半期末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末より1,180百万円増

加し、6,456百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果得られた資金は1,705百万円となりました。これは主に、デリバティブ評価損1,746百万円、投資有

価証券評価損430百万円、売上債権の減少782百万円、棚卸資産の減少299百万円、法人税等の還付額542百万円等によ

る増加と、税金等調整前四半期純損失1,123百万円、賞与引当金の減少204百万円、仕入債務の減少960百万円等によ

る減少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） 

 投資活動の結果得られた資金は344百万円となりました。これは主に、投資有価証券の償還による収入132百万円、

保険積立金の解約による収入201百万円等による増加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） 

 財務活動の結果使用した資金は796百万円となりました。これは主に、自己株式の取得による支出208百万円、配当

金の支払額588百万円等による減少によるものであります。 

３．連結業績予想に関する定性的情報 

 今後の景気動向は、企業業績の急激な悪化により、生産調整、雇用調整の進行が懸念され、企業の設備投資、消費

者の購買態度は一層慎重になることが予想されます。当社といたしましては、引き続き需要を喚起する新商品の開発

と販売の強化に努力するとともに、生産コストの見直し、経費の削減に努め、収益の確保と財務体質の強化に注力し

てまいります。しかしながら、このような厳しい状況のなか、前回予想を維持することは難しく、通期の業績予想は

前回予想を下回る見込みです。  

 この結果、通期の業績予想につきましては、売上高は前回予想を1,600百万円下回る19,000百万円に、営業利益は

前回予想を100百万円下回る1,700百万円に、経常利益は、引き続き円高で推移することが予想されることからデリバ

ティブ評価損1,746百万円の計上を見込み、前回予想を300百万円下回る100百万円に、当期純利益は、株式市場の低

迷により投資有価証券評価損430百万円の計上を見込み、前回の予想を440百万円下回る△200百万円に、それぞれ修

正いたします。 

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） 

 該当事項はありません。 

（２）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 

 該当事項はありません。 

（３）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 

① 当連結会計年度より「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、「四半期連結財

務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 通常の売買目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号）が適用されたこと

に伴い、主として総平均法による原価法（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。これにより、営業利益は23百万円減少し、経常損失及び税金等調整前四半期

純利益はそれぞれ23百万円増加しております。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年６月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 6,478,333 5,297,834

受取手形及び売掛金 6,139,826 6,922,613

有価証券 30,209 118,299

商品及び製品 4,356,965 4,624,210

仕掛品 116,214 139,184

原材料及び貯蔵品 161,022 170,584

繰延税金資産 473,843 70,646

その他 317,196 818,384

貸倒引当金 △10,684 △14,831

流動資産合計 18,062,926 18,146,926

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 2,888,294 2,989,302

土地 3,895,143 3,909,910

建設仮勘定 799 799

その他（純額） 178,819 189,728

有形固定資産合計 6,963,058 7,089,741

無形固定資産 32,345 37,646

投資その他の資産   

投資有価証券 3,907,823 5,531,169

繰延税金資産 863,499 387,920

その他 434,094 865,160

貸倒引当金 △127,309 △85,616

投資その他の資産合計 5,078,107 6,698,634

固定資産合計 12,073,511 13,826,023

資産合計 30,136,438 31,972,949
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年12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20年６月30日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,635,586 5,596,217

未払金 404,106 393,440

未払法人税等 7,384 2,422

返品調整引当金 64,235 71,311

賞与引当金 28,378 232,639

その他 219,692 224,409

流動負債合計 5,359,384 6,520,440

固定負債   

退職給付引当金 365,908 380,222

その他 2,667,069 1,338,038

固定負債合計 3,032,977 1,718,261

負債合計 8,392,361 8,238,701

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,982,499 2,982,499

資本剰余金 1,827,626 1,827,723

利益剰余金 17,960,196 19,160,181

自己株式 △942,127 △734,817

株主資本合計 21,828,194 23,235,588

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △86,018 491,577

繰延ヘッジ損益 1,901 7,081

評価・換算差額等合計 △84,117 498,659

純資産合計 21,744,076 23,734,247

負債純資産合計 30,136,438 31,972,949
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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：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 10,042,245

売上原価 7,212,807

売上総利益 2,829,438

販売費及び一般管理費 1,861,209

営業利益 968,229

営業外収益  

受取利息及び配当金 53,148

受取賃貸料 81,480

その他 86,965

営業外収益合計 221,593

営業外費用  

賃貸収入原価 27,392

為替差損 73,647

デリバティブ評価損 1,746,529

その他 29,161

営業外費用合計 1,876,730

経常損失（△） △686,907

特別利益  

投資有価証券売却益 16,176

その他 1,020

特別利益合計 17,197

特別損失  

投資有価証券評価損 430,592

貸倒引当金繰入額 22,270

その他 1,057

特別損失合計 453,920

税金等調整前四半期純損失（△） △1,123,630

法人税、住民税及び事業税 20,525

法人税等還付税額 △49,789

法人税等調整額 △484,283

法人税等合計 △513,547

四半期純損失（△） △610,083
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年12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（△） △1,123,630

減価償却費 113,716

貸倒引当金の増減額（△は減少） 37,545

賞与引当金の増減額（△は減少） △204,260

返品調整引当金の増減額（△は減少） △7,076

退職給付引当金の増減額（△は減少） △14,314

受取利息及び受取配当金 △53,148

投資有価証券評価損益（△は益） 430,592

デリバティブ評価損益（△は益） 1,746,529

売上債権の増減額（△は増加） 782,786

たな卸資産の増減額（△は増加） 299,777

仕入債務の増減額（△は減少） △960,630

その他 81,683

小計 1,129,570

利息及び配当金の受取額 53,227

法人税等の支払額 △19,472

法人税等の還付額 542,013

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,705,339

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 △7,480

定期預金の払戻による収入 7,480

有形固定資産の取得による支出 △2,968

有形固定資産の売却による収入 22,184

無形固定資産の取得による支出 △629

投資有価証券の取得による支出 △29,613

投資有価証券の売却による収入 31,364

投資有価証券の償還による収入 132,232

保険積立金の解約による収入 201,689

その他 △9,423

投資活動によるキャッシュ・フロー 344,835

財務活動によるキャッシュ・フロー  

自己株式の取得による支出 △208,067

自己株式の売却による収入 659

配当金の支払額 △588,621

財務活動によるキャッシュ・フロー △796,029

現金及び現金同等物に係る換算差額 △73,647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,180,498

現金及び現金同等物の期首残高 5,276,154

現金及び現金同等物の四半期末残高 6,456,653
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 当連結会計年度より「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、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

（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）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成20年12月31日）において、当社及び連結子会社は衣

料品製造販売を事業内容としており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。 

  

〔所在地別セグメント情報〕 

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成20年12月31日）において、本邦の売上高は、全セグ

メントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、記載を省略しております。また、本邦以外の国又は地

域に所属する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

〔海外売上高〕 

 当第２四半期連結累計期間（自平成20年７月１日 至平成20年12月31日）において、海外売上高は連結売上高

の10％未満のため、記載を省略しております。 

  

（６）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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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 売上高   11,137,109 100.0 

Ⅱ 売上原価   7,929,875 71.2 

売上総利益   3,207,233 28.8 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   2,002,814 18.0 

営業利益   1,204,419 10.8 

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息 47,893     

２．受取配当金 59,255     

３．有価証券売却益 3,109     

４．受取賃貸料  87,444     

５．為替差益  138,324     

６．その他 48,623 384,650 3.4 

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息 23     

２．賃貸収入原価 26,301     

３．デリバティブ評価損 1,149,026     

４．その他  7,283 1,182,634 10.6 

経常利益   406,435 3.6 

Ⅵ 特別利益       

１．固定資産売却益 519     

２．その他 713 1,232 0.0 

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産除却損 92     

２．投資有価証券評価損 16,426     

３．その他 130 16,650 0.1 

税金等調整前中間純利益   391,017 3.5 

法人税、住民税及び事業
税 119,534     

法人税等調整額 56,671 176,205 1.5 

少数株主損失   5,193 0.0 

中間純利益   220,006 2.0 
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前中間連結会計期間 

（自 平成19年７月１日 
至 平成19年12月31日） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前中間純利益 391,017 

減価償却費  124,848 

貸倒引当金の増減（△）額 1,998 

賞与引当金の増減（△）額 △285,995 

返品調整引当金の増減（△）額 △9,949 

退職給付引当金の増減（△）額 △18,671 

受取利息及び受取配当金 △107,149 

支払利息 23 

有価証券売却益 △3,109 

固定資産売却益 △519 

固定資産除却損 92 

投資有価証券評価損  16,426 

デリバティブ評価損  1,149,026 

売上債権の増（△）減額 742,644 

棚卸資産の増（△）減額 △380,045 

仕入債務の増減（△）額 69,027 

役員賞与の支払額 △150,181 

その他 △106,883 

小計 1,432,601 

利息及び配当金の受取額 107,161 

利息の支払額 △23 

法人税等の支払額 △1,113,275 

営業活動によるキャッシュ・フロー 426,465 

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 △9,325 

定期預金の払戻による収入 66,893 

有形固定資産の取得による支出 △6,688 

有形固定資産の売却による収入 14,705 

無形固定資産の取得による支出 △1,116 

投資有価証券の取得による支出 △524,719 

投資有価証券の売却による収入 473,561 

その他 △9,202 

投資活動によるキャッシュ・フロー 4,107 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

自己株式の取得による支出 △6,438 

配当金の支払額 △607,457 

財務活動によるキャッシュ・フロー △613,896 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 134,006 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減（△）額 △49,317 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 5,032,909 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 4,983,592 
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