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四半期決算説明会開催の有無 ：無 

（百万円未満切捨て） 
１．平成23年8月期第3四半期の連結業績（平成22年9月1日～平成23年5月31日） 
（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 8月期第3四半期 5,163    △5.9 672     43.2 685     44.5 298     25.5
22年 8月期第3四半期 5,489    △9.5 469   △24.5 474   △23.6 237   △28.5

 

 
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 8月期第3四半期 5,428.55 －  
22年 8月期第3四半期 3,985.11 －  

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、23 年 8 月期第 3 四半期については潜在株式が存在しないため、

22年8月期第3四半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 

 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 8月期第3四半期 4,661   3,592   77.0  74,475.51 
22年 8月期 4,822   3,708   76.9  62,066.77 

(参考)自己資本 23年8月期第3四半期   3,591百万円 22年8月期   3,706百万円 

 
２．配当の状況 

 
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 8月期 － 0.00 － 0.00 0.00
23年 8月期 － 0.00 －  

23年 8月期(予想)  750.00 750.00

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無 

 
３．平成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

通  期 6,500  △8.3 555    37.1 550    31.6 230      － 4,315.76

（注）1．当四半期における業績予想の修正有無  無 

（注）2．１株当たり当期純利益については、期中平均株式数の見込み値53,293株を用いて算出しております。 



 

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。） 
 

（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 

① 会計基準等の改正に伴う変更 ：有 

② ①以外の変更 ：無 

（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）     
① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 23年8月期3Ｑ 59,720株 22年8月期 59,720株
② 期末自己株式数 23年8月期3Ｑ 11,500株 22年8月期 －株
③ 期中平均株式数(四半期累計) 23年8月期3Ｑ 55,002株 22年8月期3Ｑ 59,720株

 
 
※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財務諸表のレビュー手続は終了しております。 

 
※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見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であ
ると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。
業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、四半期決算短信（添付
資料）２ページ「業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、緩やかな企業収益改善の兆しが見られていた中、平成23年３

月11日に東日本大震災及び福島第一原発の事故が発生し、その直接的被害や製造業における生産への大きな影響、

また生活防衛志向による個人消費低迷などにより、先行き不透明感が高まっております。 

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ことに加え

て、個人消費低迷の影響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いております。 

このような状況の中で、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、従来はレディース向けの「シーラブズスーツ」ブランドにおいては自宅で洗えるスーツを展開して

おりましたが、この技術を活用して、新たに主力の「インヘイルエクスヘイル」ブランドで自宅で洗える「ホーム

ウォッシュ」機能をもつメンズ既製スーツ・ジャケット・パンツの本格投入を実施しました。また、クールビズ対

応として、吸水速乾性・通気性等の機能性に優れたシャツを展開しており、クールビズの前倒し実施と相まって、

これら機能性商品の販売は好調に推移しております。 

販売店舗においては、主力の「ザ・スーパースーツストア」は前期末から２店舗出店し47店舗、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10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」は増減なしの２店舗、レディススーツ専門店の「シーラブズスー

ツ」は１店舗退店して６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」は増減なしの１店舗、

さらにフルオーダーメイドスーツを扱う「オンリー京都テーラー」は１店舗出店し、グループ合計で67店舗となり

ました（前期末66店舗）。  

    

これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が51億63百万円（前年同期比5.9％減）、営業利益

が６億72百万円（同43.2％増）、経常利益が６億85百万円（同44.5％増）となりました。 

また、当期首において資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額１億24百万円を特別損失に計上したことから、

四半期純利益は２億98百万円（同25.5％増）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第３四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ１億60百万円減少し、46億61百万円となりました。 

流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１億34百万円減少し、26億86百万円となりました。主な変動

要因といたしましては、現金及び預金が３億55百万円減少し、受取手形及び売掛金が85百万円、商品及び製品が２

億49百万円増加いたしました。 

固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ26百万円減少し、19億75百万円となりました。主な変動要因

といたしましては、有形固定資産が32百万円増加し、差入保証金が62百万円減少いたしました。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ43百万円減少し、10億69百万円となりました。主な変動要因とい

たしましては、未払法人税等が２億27百万円、資産除去債務が１億80百万円増加し、流動負債の「その他」が３億

70百万円減少いたしました。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１億16百万円減少し、35億92百万円となりました。主な変動要

因といたしましては、利益剰余金が２億98百万円増加し、自己株式が４億14百万円増加いたしました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第３四半期の連結業績につきましては、売上が好調に推移したことや売上総利益率の改善、経費削減の効果等

により、営業利益、経常利益及び四半期純利益は、平成22年10月13日に発表いたしました当初の通期業績予想を上

回ることとなりました。 

しかしながら、先般の東日本大震災に端を発した電力不足の影響として、いわゆるスーパークールビズが提唱さ

れ実施されております。このことにより「仕事着」の固定観念が変わりつつある中、今後の当社グループの主要販

売アイテムであるスーツ売上についてもマイナスの影響を受ける可能性があります。また当社グループは第２四半

期末及び第４四半期末毎において社内ルールに基づいて商品及び製品の評価損を計上しており、当期末においても

一定額の評価損を計上する予定であります。 

以上のようなことから、平成22年10月13日に発表いたしました通期業績予想の修正はありません。   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 ① 会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益は6,855千円、税金等調整前四半期純利益は130,933千円減少しておりま

す。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は182,772千円であります。 

  

② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書）  

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第３四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。   

  

２．その他の情報
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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：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年５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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,030,109 1,385,443

受取手形及び売掛金 413,576 327,734

商品及び製品 1,024,635 775,087

仕掛品 3,717 5,630

原材料及び貯蔵品 122,340 196,680

繰延税金資産 70,240 48,870

その他 21,635 80,861

流動資産合計 2,686,255 2,820,308

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,137,164 1,068,942

減価償却累計額 △491,924 △440,882

建物及び構築物（純額） 645,239 628,060

車両運搬具 3,423 1,003

減価償却累計額 △1,461 △156

車両運搬具（純額） 1,962 846

工具、器具及び備品 323,072 316,208

減価償却累計額 △240,632 △214,347

工具、器具及び備品（純額） 82,440 101,860

土地 186,632 152,955

有形固定資産合計 916,275 883,722

無形固定資産 37,612 41,512

投資その他の資産   

繰延税金資産 87,415 59,391

差入保証金 840,160 902,503

その他 104,676 132,266

貸倒引当金 △10,433 △17,662

投資その他の資産合計 1,021,818 1,076,497

固定資産合計 1,975,706 2,001,732

資産合計 4,661,961 4,822,041
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成23年５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８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 138,412 182,265

1年内返済予定の長期借入金 9,620 68,866

未払法人税等 270,479 42,941

ポイント引当金 24,318 29,985

賞与引当金 20,860 －

その他 234,448 605,401

流動負債合計 698,140 929,459

固定負債   

退職給付引当金 50,824 44,306

資産除去債務 180,184 －

長期未払金 139,326 139,326

繰延税金負債 731 －

固定負債合計 371,066 183,633

負債合計 1,069,207 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 1,738,858 1,440,277

自己株式 △414,000 －

株主資本合計 3,591,208 3,706,627

少数株主持分 1,545 2,320

純資産合計 3,592,754 3,708,948

負債純資産合計 4,661,961 4,822,041
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

前第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年５月31日) 

売上高 5,489,480 5,163,994

売上原価 2,159,130 1,889,931

売上総利益 3,330,350 3,274,063

販売費及び一般管理費 2,860,431 2,601,158

営業利益 469,919 672,905

営業外収益   

受取利息 40 67

受取保険金 － 5,254

為替差益 3,094 2,319

雑収入 4,621 5,476

営業外収益合計 7,757 13,117

営業外費用   

支払利息 2,779 517

雑損失 710 100

営業外費用合計 3,490 617

経常利益 474,186 685,404

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 7,229

特別利益合計 － 7,229

特別損失   

固定資産除却損 19,918 14,303

店舗閉鎖損失 12,069 －

リース解約損 3,557 1,370

減損損失 － 6,509

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 124,077

特別損失合計 35,545 146,261

税金等調整前四半期純利益 438,640 546,372

法人税、住民税及び事業税 187,330 297,229

法人税等調整額 14,087 △48,663

法人税等合計 201,418 248,566

少数株主損益調整前四半期純利益 － 297,806

少数株主損失（△） △768 △775

四半期純利益 237,990 298,581
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年５月31日) 

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年５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利益 438,640 546,372

減価償却費 186,900 170,588

減損損失 － 6,509

賞与引当金の増減額（△は減少） 21,370 20,860

ポイント引当金の増減額（△は減少） △22,691 △5,667

退職給付引当金の増減額（△は減少） 4,290 6,518

貸倒引当金の増減額（△は減少） － △7,229

受取利息 △40 △67

支払利息 2,779 517

為替差損益（△は益） △293 △8

固定資産除却損 19,918 14,303

店舗閉鎖損失 12,069 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 124,077

売上債権の増減額（△は増加） △3,729 △85,842

たな卸資産の増減額（△は増加） 85,504 △173,294

仕入債務の増減額（△は減少） △113,640 △43,852

前受金の増減額（△は減少） △43,715 △75,180

長期未払金の増減額（△は減少） 572 －

その他 △7,417 △56,164

小計 580,518 442,442

利息の受取額 34 25

利息の支払額 △2,574 △475

損害賠償金の支払額 － △203,285

法人税等の支払額 △173,701 △84,752

法人税等の還付額 43,638 46,624

営業活動によるキャッシュ・フロー 447,914 200,578

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 △187,244 △135,824

長期前払費用の取得による支出 △19,491 －

差入保証金の差入による支出 △48,650 △21,694

差入保証金の回収による収入 54,718 88,201

その他 △26,024 △13,172

投資活動によるキャッシュ・フロー △226,692 △82,490

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 △186,224 △59,246

配当金の支払額 △59,454 △184

自己株式の取得による支出 － △414,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △245,678 △473,430

現金及び現金同等物に係る換算差額 293 8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △24,163 △355,333

現金及び現金同等物の期首残高 1,102,772 1,385,443

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,078,609 1,030,109
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該当事項はありません。 

  

（セグメント情報等） 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年５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。 

  

〔所在地別別セグメント情報〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年５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。 

  

〔海外売上高〕 

前第３四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年５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。 

  

〔セグメント情報〕 

当第３四半期連結累計期間（自 平成22年９月１日 至 平成23年５月31日）  

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

該セグメント以外のセグメントがないため、記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。  

   

当社は、平成23年２月３日開催の取締役会決議に基づき、平成23年２月４日に大阪証券取引所Ｊ－ＮＥＴ市場に

おいて自己株式の買付を実施いたしました。この結果、当第３四半期連結累計期間において自己株式が11,500株、

414,000千円増加し、当第３四半期連結会計期間末において自己株式が△414,000千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

（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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