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1.  平成22年8月期第1四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成21年11月30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 ％

22年8月期第1四半期 1,991 △7.0 219 △10.8 221 △9.8 120 △14.5

21年8月期第1四半期 2,141 ― 246 ― 245 ― 140 ―

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8月期第1四半期 2,012.70 ―

21年8月期第1四半期 2,353.12 ―

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8月期第1四半期 4,875 3,901 80.0 65,277.81
21年8月期 4,944 3,842 77.6 64,265.11

（参考） 自己資本   22年8月期第1四半期  3,898百万円 21年8月期  3,837百万円

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

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

21年8月期 ― ― ― 1,000.00 1,000.00
22年8月期 ―

22年8月期 
（予想）

― ― 1,000.00 1,000.00

3.  平成22年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22年8月31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）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

3,500 △12.6 273 △13.3 270 △13.7 125 △26.3 2,093.10

通期 7,000 △10.5 605 △4.4 600 △4.9 300 △1.1 5,023.44
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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） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の
変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

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） 22年8月期第1四半期 59,720株 21年8月期  59,720株

② 期末自己株式数 22年8月期第1四半期  ―株 21年8月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年8月期第1四半期 59,720株 21年8月期第1四半期 59,720株
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 当第１四半期におけるわが国経済は、円高やデフレ経済の進行による企業収益の低下、設備投資の減速や雇用不

安、所得環境の悪化等によって個人消費が低迷し、先行き不透明な状況となっております。紳士服市場におきまし

ても、団塊世代のリタイア等によりスーツ着用人口が全体的に減少している中で、消費マインドの萎縮や企業間の

価格競争激化等により、厳しい環境が続いております。 

 こうした状況の中で、当社グループは、「笑顔」、「感謝」、「清掃・整頓」を行動理念に掲げ、顧客満足の最

大化を目指して、以下のとおり取り組んでまいりました。 

 生産面では、「インヘイル・エクスヘイル」ブランドの既製スーツにつきましては、国内の直営工場である株式

会社オンリーファクトリーから主に中国の生産委託先に技術指導等を行うことによって、製品品質の向上に努めて

まいりました。また、「テーラーメイド by KOICHI NAKANISHI」ブランドのオーダースーツにつきましては、同社

の持つ独自の技術と、工場と店舗を直結した合理的な生産システムを活かし、お客様の声やニーズにお応えした製

品の生産と効率化を図りました。 

 商品面では、全く新しいレディススーツ「シーラブズスーツ」をスタートしました。パンツスーツで19,000円、

スカートスーツで18,000円という価格でおしゃれなこだわりのあるスーツを開発し、10月から販売を始めました。

お手頃価格でかつ「洗えるスーツ」という機能面での特長を持っております。 

 販売店舗においては、平成21年10月からレディススーツ専門店「シーラブズスーツ」ブランドの業態をスター

ト。11月末までに東京、大阪、京都に合計４店舗オープンいたしました。この結果、業態別の店舗数は、主力の

「ザ・スーパースーツストア」は２店舗出店し前期末比２店舗増の49店舗、リーズナブルな価格で提供する「スー

ツ・アンド・スーツ」は12店舗、オーダースーツを主力とする「インヘイル・エクスヘイル」が２店舗退店して２

店舗、イタリア直輸入の高級ブランドを取り扱う「タイ・ユア・タイ」が１店舗、さらに新業態のレディススーツ

専門店「シーラブズスーツ」が４店舗の合計68店舗となりました（前期末64店舗）。 

  

 これらの結果、当第１四半期の連結業績は、売上高が19億91百万円（前年同四半期比7.0％減）、営業利益が２

億19百万円（同10.8％減）、経常利益が２億21百万円（同9.8％減）、四半期純利益は１億20百万円（同14.5％

減）となりました。  

  

  

 当第一四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ68百万円減少し、48億75百万円となりました。 

 流動資産につきましては、前連結会計年度に比べ１億74百万円減少し、27億３百万円となりました。主な変動要因

としましては、現金及び預金が４億14百万円、その他資産が65百万円、繰延税金資産が25百万円減少した一方、受取

手形及び売掛金が１億94百万円、たな卸資産が１億36百万円増加しました。 

 固定資産につきましては、前連結会計年度に比べ１億６百万円増加し、21億72百万円となりました。主な変動要因

としましては、建物が55百万円、器具及び備品が26百万円差入保証金が17百万円増加しました。 

 負債につきましては、前連結会計年度に比べ１億27百万円減少し、９億74百万円となりました。主な変動要因とし

ましては、流動負債が97百万円減少し、固定負債も30百万円減少しました。流動負債の変動要因としましては、買掛

金が11百万円、賞与引当金が21百万円増加した一方、前受金が48百万円、未払法人税が40百万円、ポイント引当金が

25百万円減少しました。固定負債の変動要因としましては、長期借入金が32百万円減少しました。 

 純資産合計につきましては、前連結会計年度に比べ59百万円増加し、39億１百万円となりました。これは利益剰余

金が60百万円増加し、少数株主持分が１百万円減少したことによるものです。  

  

  

 業績は概ね当初計画どおりに推移しており、平成21年10月15日発表の業績予想の修正はありません。   

  

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。  

  

 該当事項はありません。 

  

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

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

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）

（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

（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
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 688,052 1,102,772

受取手形及び売掛金 556,340 361,842

商品及び製品 1,203,445 1,032,460

仕掛品 3,125 5,606

材料及び貯蔵品 143,553 175,153

繰延税金資産 32,074 57,826

その他 77,140 142,981

流動資産合計 2,703,732 2,878,644

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,109,408 1,021,203

減価償却累計額 △359,769 △326,649

建物及び構築物（純額） 749,638 694,554

器具及び備品 308,210 261,736

減価償却累計額 △160,621 △141,014

器具及び備品(純額) 147,589 120,722

土地 152,955 152,955

有形固定資産合計 1,050,183 968,231

無形固定資産   

無形固定資産合計 42,260 34,199

投資その他の資産   

繰延税金資産 73,273 72,209

差入保証金 891,685 874,376

その他 115,066 116,841

貸倒引当金 △433 △433

投資その他の資産合計 1,079,592 1,062,994

固定資産合計 2,172,036 2,065,425

資産合計 4,875,769 4,944,070
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 204,304 192,919

1年内返済予定の長期借入金 130,068 132,068

未払法人税等 35,455 76,343

ポイント引当金 16,711 42,650

賞与引当金 21,240 －

その他 273,591 334,555

流動負債合計 681,372 778,536

固定負債   

長期借入金 113,023 145,540

退職給付引当金 41,687 39,068

長期未払金 138,118 138,754

固定負債合計 292,828 323,363

負債合計 974,200 1,101,899

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,079,850 1,079,850

資本剰余金 1,186,500 1,186,500

利益剰余金 1,632,040 1,571,562

株主資本合計 3,898,390 3,837,912

少数株主持分 3,177 4,258

純資産合計 3,901,568 3,842,170

負債純資産合計 4,875,769 4,944,070
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 2,141,885 1,991,294

売上原価 778,016 776,521

売上総利益 1,363,868 1,214,773

販売費及び一般管理費 1,117,745 995,108

営業利益 246,123 219,664

営業外収益   

受取利息 0 15

為替差益 659 2,141

雑収入 3,457 977

営業外収益合計 4,117 3,135

営業外費用   

支払利息 2,265 1,164

雑損失 2,295 10

営業外費用合計 4,561 1,175

経常利益 245,679 221,625

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入益 1,844 －

特別利益合計 1,844 －

特別損失   

固定資産除却損 5,682 －

店舗解約損 － －

リース契約解約損 － 2,635

特別損失合計 5,682 2,635

税金等調整前四半期純利益 241,841 218,989

法人税、住民税及び事業税 84,941 75,183

法人税等調整額 16,371 24,688

法人税等合計 101,313 99,871

少数株主利益 － △1,080

四半期純利益 140,528 120,198
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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）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30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利益 241,841 218,989

減価償却費 46,575 60,537

賞与引当金の増減額（△は減少） 19,484 21,240

ポイント引当金の増減額(△は減少) △3,384 △25,938

退職給付引当金の増減額（△は減少） 912 2,618

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △136,556 －

受取利息及び受取配当金 △0 △15

支払利息 2,265 1,164

為替差損益（△は益） 29 △536

固定資産除却損 5,682 －

売上債権の増減額（△は増加） △236,358 △194,497

たな卸資産の増減額（△は増加） △267,033 △136,903

仕入債務の増減額（△は減少） 334,356 11,385

前受金の増減額（△は減少） △77,100 △48,740

長期未払金の増減額（△は減少） 145,317 △636

その他 △37,003 △15,546

小計 39,026 △106,880

利息及び配当金の受取額 0 15

利息の支払額 △2,300 △1,174

法人税等の支払額 △213,954 △90,130

営業活動によるキャッシュ・フロー △177,227 △198,170

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △55,910 △114,256

長期前払費用に係る支出 △59,774 △3,248

差入保証金の差入による支出 △38,391 △18,600

差入保証金の回収による収入 4,257 16,641

その他 △16,434 △10,848

投資活動によるキャッシュ・フロー △166,253 △130,311

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △40,917 △34,517

配当金の支払額 △76,863 △52,258

財務活動によるキャッシュ・フロー △117,780 △86,775

現金及び現金同等物に係る換算差額 △29 536

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △461,291 △414,720

現金及び現金同等物の期首残高 1,636,341 1,102,772

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,175,050 688,052
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当第１四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日）  

 該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日）   

 当社グループは、同一セグメントに属する紳士服及び関連商品の製造・販売事業を行っており、当該セグメン

ト以外に事業の種類がないため、該当事項はありません。 

  

当第１四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日）   

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

   

当第１四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日）   

 海外売上高が連結売上高の10％未満のため、その記載を省略しております。 

  

   

 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）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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（1）生産実績 

  当第１四半期連結会計期間の生産実績を品目別に示すと次のとおりであります。 

       （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

（2）商品仕入実績 

 当第１四半期連結会計期間の商品仕入実績を品目別に示すと次のとおりであります。 

      （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

（3）材料仕入実績 

  当第１四半期連結会計期間の材料仕入実績を品目別に示すと次のとおりであります。 

       （注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

（4）受注状況 
  該当事項はありません。 

（5）販売実績 

 当第１四半期連結会計期間の販売実績を品目別に示すと次のとおりであります。 

       （注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。 

             ２．上記販売実績のうち、スーツのプレタポルテ及びオーダースーツ別の当第１四半期連結会計期間にお

            ける売上高は次のとおりであります。  

  

６．その他の情報

品目別 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

 前年同四半期比（％）  

 スーツ          （千円）  113,806  100.6

合 計          （千円）  113,806  100.6

品目別 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年９月１日  
至 平成21年11月30日）  

前年同四半期比（％）

 スーツ          （千円）  466,383  96.9

 シャツ・ネクタイ     （千円）  129,304  76.8

 その他          （千円）  183,545  88.2

合 計          （千円）  779,233  90.8

品目別 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

前年同四半期比（％）

 スーツ生地        （千円）  23,275  30.0

 シャツ生地        （千円） －  －

 付属品          （千円）  9,160  99.8

 合 計          （千円）  32,436  37.3

品目別 
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

前年同四半期比（％）

 スーツ          （千円）  1,211,631  95.3

 シャツ・ネクタイ     （千円）  364,632  87.1

 その他（修理代収入含む） （千円）  415,030  91.7

 合 計          （千円）  1,991,294  93.0

  
当第１四半期連結会計期間
（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

前年同四半期比（％）

 プレタポルテ        （千円）  951,260  89.9

 オーダースーツ（メンズ）  （千円）  213,769  132.2

オーダースーツ（レディース）（千円）  46,601  91.9

合 計           （千円）  1,211,631  95.3
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