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

（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、22年８月期については潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるため、21年８月期
については希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

(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8月期 7,090 △9.4 404 △36.0 417 △33.7 △71 ―
21年8月期 7,822 2.1 633 △24.0 630 △25.7 303 △33.8

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8月期 △1,198.34 ― △1.9 8.6 5.7
21年8月期 5,081.60 ― 8.1 12.5 8.1

（参考） 持分法投資損益 22年8月期  ―百万円 21年8月期  ―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8月期 4,822 3,708 76.9 62,066.77
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  3,706百万円 21年8月期  3,837百万円

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8月期 871 △309 △268 1,385
21年8月期 343 △617 △259 1,102

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8月期 ― 0.00 ― 1,000.00 1,000.00 59 19.7 1.6
22年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年8月期 

（予想）
― 0.00 ― 750.00 750.00 19.5

3.  23年8月期の連結業績予想（平成22年9月1日～平成23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）

 

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

3,250 △18.8 275 △12.6 270 △13.7 75 55.8 1,255.86

通期 6,500 △8.3 555 37.1 550 31.6 230 ― 3,851.31
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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) 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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 59,720株 21年8月期 59,720株
② 期末自己株式数 22年8月期  ―株 21年8月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  22年8月期の個別業績（平成21年9月1日～平成22年8月31日） 

（注）潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、22年８月期については潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失であるため、21年８月期
については希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため、記載しておりません。 

(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8月期 5,838 △5.2 254 △21.7 314 △15.7 △140 ―
21年8月期 6,157 △4.3 324 △57.3 373 △53.9 147 △66.4

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8月期 △2,357.23 ―
21年8月期 2,463.81 ―

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 4,399 3,457 78.6 57,889.58
21年8月期 4,501 3,657 81.3 61,246.82

（参考） 自己資本 22年8月期  3,457百万円 21年8月期  3,657百万円

※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。 
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（1）経営成績に関する分析 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、海外輸出拡大等により企業収益に改善の兆しが見られたものの、雇用面や

所得面については目立った改善はみられず、個人消費については依然として厳しい状況が継続しております。また、

紳士服市場におきましては、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の激化等により、厳しい経営環境が続きました。 

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 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」及び「シーラブズスーツ」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による中国の生産委託先に対する技術指導等によって、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。 

  

 商品面では平成21年10月にスタートした新しいレディススーツ「シーラブズスーツ」の展開を進めました。お求め

やすく、おしゃれでこだわりのあるスーツで、また洗濯機で「洗えるスーツ」という機能面での特長をもつ商品を中

心に展開しています。  

  

 販売店舗においては、主力の「ザ・スーパースーツストア」を４店舗出店、６店舗退店して期末店舗数は45店舗

に、リーズナブルな価格でお値打ち物のスーツを提供する「スーツ・アンド・スーツ」は１店舗出店、２店舗退店し

て期末11店舗に、新しいレディススーツ専門店の「シーラブズスーツ」は８店舗出店、１店舗退店して期末７店舗

に、オーダースーツを主力とする「インヘイル・エクスヘイル」は２店舗退店して期末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」は１店舗で、当期末の合計店舗数は66店舗（前期末比２店舗増）となり

ました。 

  

また、平成22年７月30日付「仲裁裁定及び特別損失の発生に関するお知らせ」にて公表しておりますとおり、

FONTWELL-IMPORT/EXPORT LDAとの間で進められていた仲裁手続きの裁定が出されたことにより、当社が支払うべき賠

償金、弁護士及び仲裁費用２億27百万円を特別損失に計上いたしました。 

  

これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高70億90百万円（前年同期比9.4％減）となり、営業利益４億４百

万円（前年同期比36.0％減）、経常利益４億17百万円（前年同期比33.7％減）、当期純損失は71百万円（前年同期は

３億３百万円の当期純利益）となりました。 

  

また、来期（平成23年８月期）の業績につきましては、既存店の収益力改善に注力し、売上高65億円（当期比

8.3％減）、営業利益５億55百万円（当期比37.1％増）、経常利益５億50百万円（当期比31.6％増）を見込んでおり

ます。また、特別損失として資産除去債務の計上を見込んでいることから、当期純利益は２億30百万円（当期は71百

万円の当期純損失）を計画しております。  

     

（2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況 

当連結会計年度末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１億22百万円減少し、48億22百万円となりま

した。 

流動資産につきましては、前連結会計年度に比べ58百万円減少し、28億20百万円となりました。主な変動要因と

しましては、現金及び預金が２億82百万円増加した一方、たな卸資産が２億35百万円減少いたしました。 

固定資産につきましては、前連結会計年度に比べ63百万円減少し、20億１百万円となりました。これは主に建物

及び構築物が66百万円減少したことによるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度に比べ11百万円増加し、11億13百万円となりました。 

流動負債につきましては、前連結会計年度に比べ１億50百万円増加し、９億29百万円となりました。主な変動要

因としましては、未払金が３億58百万円増加し、１年以内返済予定長期借入金が63百万円、未払法人税等が33百万

円減少いたしました。 

固定負債につきましては、前連結会計年度に比べ１億39百万円減少し、１億83百万円となりました。これは主に

長期借入金が１億45百万円減少したことによるものであります。 

純資産につきましては、前連結会計年度に比べ１億33百万円減少し、37億８百万円となりました。これは主に利

１．経営成績
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益剰余金が１億31百万円減少したことによるものであります。  

  

② キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、営業活動により８億71百万円増

加（前年同期比154.0％増）した一方、投資活動で３億９百万円減少（前年同期比49.8％減）、財務活動により２

億68百万円減少（前年同期比3.3％増）いたしました。その結果、前連結会計年度末に比べ２億82百万円増加（前

年同期は５億53百万円の減少）し、当連結会計年度末の資金残高は13億85百万円となりました。 

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。 

  

（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８億71百万円（前年同期比154.0％増）となりました。これは、主に減価償却費

２億55百万円、減損損失84百万円、訴訟関連損失の未払計上額２億27百万円、たな卸資産の減少額２億35百万円等

の増加要因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） 

投資活動の結果使用した資金は３億９百万円（前年同期比49.8％減）となりました。これは、主に有形固定資産

取得による支出２億32百万円、差入保証金の差入による支出１億18百万円等の減少要因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） 

財務活動の結果減少した資金は２億68百万円（前年同期比3.3％増）となりました。これは、長期借入金の返済

による減少２億８百万円、配当金の支払による減少59百万円によるものであります。  

  

なお、キャッシュ・フローの指標は次のとおりであります。 

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 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・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×期末発行済株式総数により算出しております。 

（注３）営業キャッシュ・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し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。また、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。 

  

（3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主各位に対する安定的かつ継続的な利益還元を重要政策の一つとして考えております。将来の事業展開

と経営体質の強化のために必要な内部留保の充実に努めるとともに、配当につきましては、連結業績に連動した利益

配分の水準を明確にするため、連結当期純利益の20％前後を配当性向の目安に設定し、経営環境や事業戦略、財務状

況等を考慮の上、年１回期末に実施していくことを基本方針としております。 

当期（平成22年８月期）の剰余金の配当につきましては、平成22年７月30日付け「通期業績予想の修正及び配当予

想の修正に関するお知らせ」にて公表しておりますとおり、当期連結業績について当期純損失を計上することとなっ

たことから、誠に遺憾ではありますが無配とさせていただきたく存じます。 

また、来期（平成23年８月期）の剰余金の配当につきましては、連結業績の改善を見込んでいることから、１株に

つき750円（連結配当性向19.5％）を予定しております。 

  

  
前連結会計年度 
平成21年８月期 

当連結会計年度 
平成22年８月期 

自己資本比率(％)  77.6  76.9

時価ベースの自己資本比率(％)  59.2  36.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)  0.8  0.1

インタレスト・カバレッジ・レシオ  51.6  296.9
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（4）事業等のリスク 

① 事業内容について 

イ．需要見込みの変動リスクについて 

 当社グループの商品仕入計画の実行時期については、お客様の商品への需要動向及び商品在庫状況等を把握し

た上で、概ね６ヶ月前に商品企画及び仕入・生産委託計画の実行を行っております。そのため当社グループにお

いては、常に仕入・販売・在庫計画の実需予測に基づく計画とその実績の乖離要因の把握に努め、精度向上に努

めておりますが、お客様のニーズに合った商品を提供できなかったこと等の要因によりお客様の需要との乖離が

顕著に発生した場合には、結果として製品や商品在庫の陳腐化等により当社グループの財政状態及び経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。 

  

ロ．店舗展開について 

 当社グループは当連結会計年度末（平成22年８月31日）現在66店舗を運営しております。現在は集客力のある

商業施設及び都心部路面店への出店が中心になっておりますが、都心部や地方中核都市の商業施設、あるいは路

面へも出店する計画です。ただし、路面店物件で当社の出店条件に合致した物件がない場合、法的規制等により

計画通りに出店できない場合、並びに既存店舗立地環境の変化等により収益性が低下して退店が必要となった場

合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

② 財政状態・経営成績等について 

イ．仕入原価の変動について 

 当社グループの商品仕入については、直接及び間接の輸入による割合が大きく、その主な輸入先は中国、英国

及びイタリアとなっております。直接輸入取引については殆ど米ドル建もしくはユーロ建で、間接輸入取引につ

いてはすべて円建で行っており、米ドル建及びユーロ建の場合は当社グループにおいて発注の都度為替予約を行

い、為替相場変動の影響の軽減に努めております。しかし中長期的には、外国通貨の為替レートに変化が発生し

た場合には仕入原価が変動し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

    

ロ．敷金、保証金の未返還リスクについて 

 当社グループは、多店舗展開を行っておりますが、テナント店舗においては賃借先に敷金ならびに保証金を支

出しております。契約時には賃借先の信用状況を十分勘案し、出店の判断をいたしますが、出店後の賃借先の信

用状況の変化などにより、または中途解約による退店により、敷金ならびに保証金が返還されないリスクがあり

ます。 

  

③ 特有の法的規制等について 

個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）の影響について 

 当社グループは会員組織「モバイルオンリークラブ」の運営に加えて、オーダースーツの注文の都度お客様の

個人情報の記載された注文書を入手しているため、多くの個人情報を保有しております。これらの情報の取扱に

ついては、情報管理者を選任し、個人情報保護方針等を公表し、その運用のための管理体制を整える等、個人情

報の外部漏洩に関しては細心の注意を払っております。 

 しかしながら、万一外部漏洩事件が発生した場合は、社会的信用問題及び賠償問題などにより、当社グループ

の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。   

  

（5）継続企業の前提に関する重要事象等 

該当事項はありません。 

  

（6）企業集団の状況 

 近の有価証券報告書（平成21年11月27日提出）における「事業系統図（事業の内容）」及び「関係会社の状

況」から重要な変更がないため開示を省略します。 

  

（7）経営方針  

 平成20年８月期決算短信（平成20年10月15日開示）により開示を行った内容から重要な変更がないため、開示を

省略します。 
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２．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,102,772 1,385,443

受取手形及び売掛金 361,842 327,734

商品及び製品 1,032,460 775,087

仕掛品 5,606 5,630

原材料及び貯蔵品 175,153 196,680

繰延税金資産 57,826 48,870

その他 142,981 80,861

流動資産合計 2,878,644 2,820,308

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,021,203 1,068,942

減価償却累計額 △326,649 △440,882

建物及び構築物（純額） 694,554 628,060

車両運搬具 － 1,003

減価償却累計額 － △156

車両運搬具（純額） － 846

工具、器具及び備品 261,736 316,208

減価償却累計額 △141,014 △214,347

工具、器具及び備品（純額） 120,722 101,860

土地 152,955 152,955

有形固定資産合計 968,231 883,722

無形固定資産 34,199 41,512

投資その他の資産   

繰延税金資産 72,209 59,391

差入保証金 874,376 902,503

その他 116,841 132,266

貸倒引当金 △433 △17,662

投資その他の資産合計 1,062,994 1,076,497

固定資産合計 2,065,425 2,001,732

資産合計 4,944,070 4,822,041
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成21年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成22年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 192,919 182,265

1年内返済予定の長期借入金 132,068 68,866

未払金 － 358,250

未払法人税等 76,343 42,941

ポイント引当金 42,650 29,985

その他 334,555 247,150

流動負債合計 778,536 929,459

固定負債   

長期借入金 145,540 －

退職給付引当金 39,068 44,306

長期未払金 138,754 139,326

固定負債合計 323,363 183,633

負債合計 1,101,899 1,113,093

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 1,571,562 1,440,277

株主資本合計 3,837,912 3,706,627

少数株主持分 4,258 2,320

純資産合計 3,842,170 3,708,948

負債純資産合計 4,944,070 4,822,041
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 7,822,984 7,090,679

売上原価 3,003,499 2,870,228

売上総利益 4,819,485 4,220,451

販売費及び一般管理費 4,186,347 3,815,539

営業利益 633,137 404,911

営業外収益   

受取利息 145 92

受取配当金 5 7

受取保険金 2,427 －

受取補償金 － 10,000

雑収入 4,970 7,007

営業外収益合計 7,549 17,106

営業外費用   

支払利息 6,785 3,155

雑損失 3,253 1,033

営業外費用合計 10,039 4,188

経常利益 630,647 417,830

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 1,844 －

特別利益合計 1,844 －

特別損失   

固定資産除却損 48,019 24,481

減損損失 － 84,792

店舗閉鎖損失 29,443 21,470

リース解約損 5,211 8,227

貸倒引当金繰入額 － 17,229

訴訟関連損失 － 227,413

特別損失合計 82,674 383,614

税金等調整前当期純利益 549,818 34,215

法人税、住民税及び事業税 240,078 85,943

法人税等調整額 2,007 21,774

法人税等合計 242,086 107,717

少数株主利益又は少数株主損失（△） 4,258 △1,937

当期純利益又は当期純損失（△） 303,473 △71,564
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,079,850 1,079,850

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,079,850 1,079,850

資本剰余金   

前期末残高 1,186,500 1,186,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,186,500 1,186,500

利益剰余金   

前期末残高 1,357,669 1,571,562

当期変動額   

剰余金の配当 △89,580 △59,720

当期純利益 303,473 △71,564

当期変動額合計 213,893 △131,284

当期末残高 1,571,562 1,440,277

株主資本合計   

前期末残高 3,624,019 3,837,912

当期変動額   

剰余金の配当 △89,580 △59,720

当期純利益 303,473 △71,564

当期変動額合計 213,893 △131,284

当期末残高 3,837,912 3,706,627

少数株主持分   

前期末残高 － 4,258

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,258 △1,937

当期変動額合計 4,258 △1,937

当期末残高 4,258 2,320

純資産合計   

前期末残高 3,624,019 3,842,170

当期変動額   

剰余金の配当 △89,580 △59,720

当期純利益 303,473 △71,564

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,258 △1,937

当期変動額合計 218,151 △133,222

当期末残高 3,842,170 3,708,948
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年９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   

税金等調整前当期純利益 549,818 34,215

減価償却費 230,335 255,603

減損損失 － 84,792

貸倒引当金の増減額（△は減少） － 17,229

ポイント引当金の増減額（△は減少） △4,631 △12,665

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6,180 5,237

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 △150 △99

支払利息 6,785 3,155

為替差損益（△は益） △647 10,792

固定資産除却損 48,019 24,481

店舗閉鎖損失 29,443 21,470

訴訟関連損失 － 227,413

売上債権の増減額（△は増加） △11,654 34,108

たな卸資産の増減額（△は増加） 67,241 235,821

仕入債務の増減額（△は減少） △13,063 △10,653

前受金の増減額（△は減少） △24,919 16,424

長期未払金の増減額（△は減少） 138,754 572

その他 △132,914 56,258

小計 752,040 1,004,159

利息及び配当金の受取額 150 67

利息の支払額 △6,655 △2,935

法人税等の支払額 △402,414 △173,701

法人税等の還付額 － 44,107

営業活動によるキャッシュ・フロー 343,120 871,697

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 △473,549 △232,304

長期前払費用に係る支出 △96,206 △21,338

差入保証金の差入による支出 △50,145 △118,943

差入保証金の回収による収入 26,917 97,458

その他 △24,689 △34,783

投資活動によるキャッシュ・フロー △617,673 △309,910

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 △170,341 △208,742

配当金の支払額 △89,322 △59,581

財務活動によるキャッシュ・フロー △259,663 △268,323

現金及び現金同等物に係る換算差額 647 △10,792

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △533,568 282,670

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期末残高 1,102,772 1,385,443
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該当事項はありません。  

   

継続企業の前提に関する注記
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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

前連結会計年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

（棚卸資産評価基準の変更） 

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従

来、商品及び材料は移動平均法による原価法、製品及び

仕掛品は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 平成18年７月５日公表分）

が適用されたことに伴い、商品及び材料は移動平均法に

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）、製品及び仕掛品は総平均法

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。 

この変更による損益に与える影響はありません。  

────── 

（リース取引に関する会計基準等の適用） 

所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

従来、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等の適用指

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会計処理

によっております。 

なお、リース取引開始日が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を適用し

ております。 

この変更による損益に与える影響はありません。  

────── 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

（連結貸借対照表） 

「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

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）を適用することに伴い、前連結会計年度に

おいて、「たな卸資産」として掲記されていたものは、

当連結会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「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」に含まれる

「商品及び製品」「仕掛品」「材料及び貯蔵品」は、そ

れぞれ1,060,879千円、5,630千円、213,952千円であり

ます。  

（連結貸借対照表） 

前連結会計年度まで流動負債の「その他」に含めて表

示しておりました「未払金」は、当連結会計年度におい

て、負債及び純資産の合計額の100分の５を超えたため

区分掲記しております。 

なお、前連結会計年度末の「その他」に含まれる「未

払金」は114,304千円であります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書）  

投資活動によるキャッシュ・フローの「長期前払費用

に係る支出」は、前連結会計年度は「その他」に含めて

表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分

掲記しております。 

なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている

「長期前払費用に係る支出」は4,169千円であります。 

────── 
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前連結会計年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31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。 

当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31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。 

前連結会計年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31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。 

当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31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。 

前連結会計年度（自 平成20年９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％未満のため、その記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成21年９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％未満のため、その記載を省略しております。 

 （注）１株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

注記事項

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭 64,265 11

１株当たり当期純利益金額 円 銭 5,081 60

１株当たり純資産額 円 銭 62,066 77

１株当たり当期純損失金額（△） 円 銭 △1,198 34

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損失で

あるため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年８月31日） 

当期純利益又は当期純損失（△）（千円）  303,473  △71,564

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

（△）（千円） 
 303,473  △71,564

期中平均株式数（株）  59,720  59,720

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

第１回新株予約権１種類（新株予約

権による潜在株式の数 普通株式

2,076株） 

第１回新株予約権１種類（新株予約

権による潜在株式の数 普通株式

株） 1,732
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前連結会計年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成21年９月１日 至 平成22年８月31日） 

該当事項はありません。 

   

連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書、連結キャッシュ・フロー計算書、リース取引，金融商

品、デリバティブ取引，関連当事者との取引、税効果会計、退職給付、ストック・オプション等に関する注記事項につい

ては，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ます。 

（重要な後発事象）
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３．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年８月31日) 

当事業年度 
(平成22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 915,958 1,231,660

売掛金 225,914 222,435

商品 815,012 595,059

原材料 29,444 50,033

前渡金 － 26,823

前払費用 162 －

繰延税金資産 36,067 29,473

関係会社短期貸付金 110,763 77,933

未収入金 153,989 109,116

その他 40,979 891

流動資産合計 2,328,293 2,343,426

固定資産   

有形固定資産   

建物 966,292 1,011,269

減価償却累計額 △312,120 △417,833

建物（純額） 654,172 593,436

工具、器具及び備品 249,369 305,017

減価償却累計額 △132,260 △206,885

工具、器具及び備品（純額） 117,108 98,131

土地 152,955 152,955

有形固定資産合計 924,236 844,524

無形固定資産   

ソフトウエア 26,927 30,200

電話加入権 4,858 4,858

無形固定資産合計 31,785 35,058

投資その他の資産   

関係会社株式 54,298 54,298

出資金 376 376

関係会社長期貸付金 136,900 103,133

破産更生債権等 433 433

長期前払費用 84,573 79,224

繰延税金資産 80,401 57,763

差入保証金 848,859 877,040

保険積立金 29,824 32,338

その他 － 17,229

貸倒引当金 △18,533 △44,929

投資その他の資産合計 1,217,132 1,176,907

固定資産合計 2,173,155 2,056,489

資産合計 4,501,448 4,399,916
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成21年８月31日) 

当事業年度 
(平成22年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 171,618 147,203

1年内返済予定の長期借入金 91,988 29,186

未払金 103,016 342,784

未払費用 86,520 86,859

未払消費税等 － 37,534

前受金 77,254 96,360

預り金 1,257 －

前受収益 305 216

ポイント引当金 35,014 26,647

その他 921 1,088

流動負債合計 567,896 767,881

固定負債   

長期借入金 105,860 －

退職給付引当金 36,056 40,322

長期未払金 133,974 134,546

固定負債合計 275,891 174,868

負債合計 843,788 942,750

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,079,850 1,079,850

資本剰余金   

資本準備金 1,186,500 1,186,500

資本剰余金合計 1,186,500 1,186,500

利益剰余金   

利益準備金 4,000 4,000

その他利益剰余金   

別途積立金 38,300 38,300

繰越利益剰余金 1,349,010 1,148,516

利益剰余金合計 1,391,310 1,190,816

株主資本合計 3,657,660 3,457,166

純資産合計 3,657,660 3,457,166

負債純資産合計 4,501,448 4,399,916
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

売上高 6,157,671 5,838,659

売上原価   

商品期首たな卸高 746,504 815,012

原材料期首たな卸高 44,436 29,444

当期商品仕入高 2,083,949 1,752,669

当期原材料仕入高 123,232 102,138

当期外注工賃 264,728 220,549

商品期末たな卸高 815,012 595,059

原材料期末たな卸高 29,444 50,033

売上原価合計 2,418,396 2,274,719

売上総利益 3,739,275 3,563,940

販売費及び一般管理費 3,414,413 3,309,659

営業利益 324,861 254,280

営業外収益   

受取利息 6,751 4,237

受取配当金 5 7

受取手数料 44,563 43,989

受取保険金 2,427 －

受取補償金 － 10,000

雑収入 2,580 5,266

営業外収益合計 56,328 63,499

営業外費用   

支払利息 5,028 2,104

雑損失 2,362 711

営業外費用合計 7,390 2,816

経常利益 373,798 314,963

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 1,844 －

特別利益合計 1,844 －

特別損失   

固定資産除却損 42,479 23,714

減損損失 － 84,792

店舗閉鎖損失 26,863 21,470

リース解約損 5,211 8,227

貸倒引当金繰入額 － 26,395

訴訟関連損失 － 227,413

特別損失合計 74,553 392,014

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 301,089 △77,051

法人税、住民税及び事業税 142,212 34,490

法人税等調整額 11,738 29,232

法人税等合計 153,950 63,723

当期純利益又は当期純損失（△） 147,138 △140,774
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,079,850 1,079,850

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,079,850 1,079,850

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 1,186,500 1,186,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,186,500 1,186,500

資本剰余金合計   

前期末残高 1,186,500 1,186,500

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 1,186,500 1,186,500

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 4,000 4,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,000 4,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 38,300 38,300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 38,300 38,300

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,291,451 1,349,010

当期変動額   

剰余金の配当 △89,580 △59,720

当期純利益 147,138 △140,774

当期変動額合計 57,558 △200,494

当期末残高 1,349,010 1,148,516

利益剰余金合計   

前期末残高 1,333,751 1,391,310

当期変動額   

剰余金の配当 △89,580 △59,720

当期純利益 147,138 △140,774

当期変動額合計 57,558 △200,494

当期末残高 1,391,310 1,190,816

㈱オンリー　（3376）　平成22年８月期　決算短信

－ 18 －



（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年８月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 3,600,101 3,657,660

当期変動額   

剰余金の配当 △89,580 △59,720

当期純利益 147,138 △140,774

当期変動額合計 57,558 △200,494

当期末残高 3,657,660 3,457,166

純資産合計   

前期末残高 3,600,101 3,657,660

当期変動額   

剰余金の配当 △89,580 △59,720

当期純利益 147,138 △140,774

当期変動額合計 57,558 △200,494

当期末残高 3,657,660 3,457,166
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該当事項はありません。  

   

継続企業の前提に関する注記
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