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1.  平成24年8月期の連結業績（平成23年9月1日～平成24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、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 ％

24年8月期 7,009 5.7 898 37.4 915 37.2 486 70.4
23年8月期 6,628 △6.5 654 61.6 666 59.6 285 ―

（注）包括利益 24年8月期 486百万円 （70.9％） 23年8月期 284百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

24年8月期 10,096.43 ― 12.8 17.6 12.8
23年8月期 5,359.61 ― 7.8 13.8 9.9

（参考） 持分法投資損益 24年8月期  ―百万円 23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

24年8月期 5,560 4,007 72.1 83,103.35
23年8月期 4,850 3,578 73.8 74,206.91

（参考） 自己資本   24年8月期  4,007百万円 23年8月期  3,578百万円

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

24年8月期 787 △1,954 242 555
23年8月期 539 37 △483 1,479

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

23年8月期 ― 0.00 ― 1,200.00 1,200.00 57 22.4 1.8
24年8月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00 96 19.8 2.5
25年8月期(予想) ― 0.00 ― 2,400.00 2,400.00 19.6

3. 平成25年 8月期の連結業績予想（平成24年 9月 1日～平成25年 8月31日）  
（％表示は、通期は対前期、四半期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(累計) 3,550 0.9 520 6.9 515 3.8 280 2.6 5,806.72
通期 7,500 7.0 1,110 23.5 1,100 20.2 590 21.2 12,235.59



※  注記事項 
(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更  ： 無
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 無
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 24年8月期 59,720 株 23年8月期 59,720 株
② 期末自己株式数 24年8月期 11,500 株 23年8月期 11,500 株
③ 期中平均株式数 24年8月期 48,220 株 23年8月期 53,293 株

（参考）個別業績の概要 

平成24年8月期の個別業績（平成23年9月1日～平成24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、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 ％

24年8月期 6,085 10.3 733 48.8 792 44.3 407 64.0
23年8月期 5,519 △5.5 493 93.9 549 74.5 248 ―

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

24年8月期 8,444.51 ―
23年8月期 4,659.96 ―

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

24年8月期 5,100 3,640 71.4 75,504.77
23年8月期 4,440 3,291 74.1 68,260.25

（参考） 自己資本 24年8月期  3,640百万円 23年8月期  3,291百万円

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続
きが実施中であります。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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 

① 当期の経営成績  

当連結会計年度におけるわが国経済は、東日本大震災からの緩やかな回復傾向が見られましたが、株価の低迷、

長期化する欧州債務問題等により、経済情勢は先行き不透明な状態が続いております。 

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

大化を目指して、以下のとおり取り組んでまいりました。 

商品面では、昨年より加速したクールビズ需要に対応して、従来からの「洗える」機能や涼感生地を使用したス

ーツの投入に加え、吸水速乾性に優れた素材やジャージー素材を用いたシャツを展開したこと等により、スーツ及

びシャツの売上は好調に推移いたしました。加えて、ネイビーコレクションとして、定番のネイビーブレザーに

「洗える」「吸水速乾」「防しわ」「超軽量」といった機能を付加したシリーズを強化打ち出しいたしました。ク

ールビズとしてジャケット・パンツスタイルが浸透しつつある中で、ジャケットやパンツの売上も増加いたしまし

た。 

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、４店舗閉店して44店舗、

「インヘイル・エクスヘイル」ブランドのアウトレット販売等を行う「スーツアンドスーツ」は５店舗出店、２店

舗閉店して13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」は増減無しの２店舗、レディスス

ーツ専門店「シーラブズスーツ」は２店舗出店、１店舗閉店して６店舗となり、グループ合計で65店舗となりまし

た（前期末63店舗）。 

  

その他、株式会社丸井グループのクレジットカード子会社である株式会社エポスカードとの提携により、平成23

年12月より提携クレジットカード「オンリーエポスカード」をスタートさせました。既存会員システム「モバイル

オンリークラブ」との相乗効果により、さらに顧客満足を高めてまいります。 

  

これらの結果、当連結会計年度の業績は、主に既存店売上高が前期比111.9％と好調に推移したことから売上高

が70億９百万円（前期比5.7％増）となりました。 

利益面につきましては、営業利益が８億98百万円（同37.4％増）、経常利益が９億15百万円（同37.2％増）とな

りました。また、前期に計上していた特別損失（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）の負担

が無かったことから、当期純利益は４億86百万円（同70.4％増）となりました。なお、営業利益、経常利益、当期

純利益のいずれも過去 高益の更新となりました。 

  

② 次期（平成24年９月１日～平成25年８月31日）の見通しについて  

来期の業績につきましては、引き続き既存店営業力強化に注力するとともに、新規出店についても積極的に取り

組んでいくことから、連結売上高75億円（当期比7.0％増）、連結営業利益11億10百万円（当期比23.5％増）、連

結経常利益11億円（当期比20.2％増）、連結当期純利益については５億90百万円（当期比21.2％増）を見込んでお

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７億９百万円増加し55億60百万円（前期末比

14.6％増）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８億85百万円減少し21億８百万円（同29.6％減）となりまし

た。これは主に現金及び預金が８億23百万円、売掛金が31百万円それぞれ減少したことによるものであります。ま

た、固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ15億95百万円増加し34億51百万円（同86.0％増）となりま

した。これは主に建物及び構築物が１億12百万円、土地が14億83百万円それぞれ増加したことによるものでありま

す。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ２億80百万円増加し15億53百万円（同22.1％増）となりました。

流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ２億71百万円増加（同30.0％増）し、11億76百万円となりまし

た。これは主に短期借入金が３億円増加し、未払法人税等が39百万円減少したことによるものであります。また、

固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ９百万円増加し３億76百万円（同2.6％増）となりました。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ４億28百万円増加し40億７百万円（同12.0％増）となりまし

た。これは、当期純利益の計上により利益剰余金が４億28百万円増加したことによるものであります。 

１．経営成績・財政状態に関する分析
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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７億87百万円増

加（前期比45.9％増）、投資活動で19億54百万円減少（前期は37百万円の増加）し、財務活動により２億42百万円

増加（前期は４億83百万円の減少）いたしました。その結果、前連結会計年度末に比べ９億23百万円減少（前期は

94百万円の増加）し、当連結会計年度末の資金残高は５億55百万円となりました。 

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７億87百万円（前期比45.9％増）となりました。これは、主に税金等調整前当期

純利益８億89百万円、減価償却費２億13百万円等の増加要因によるものでありますが、法人税等の支払額４億68百

万円等の減少要因に一部相殺されております。 

  

（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19億54百万円（前期は37百万円の増加）となりました。これは、主に定期預金の

預入による支出１億円、有形固定資産取得による支出17億76百万円、差入保証金の支払いによる支出90百万円等の

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） 

財務活動の結果得られた資金は２億42百万円（前期は４億83百万円の減少）となりました。これは、増加要因と

して短期借入金の純増額３億円と、減少要因として配当金の支払い57百万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。 

  

  
平成20年 
８月期 

平成21年 
８月期 

平成22年 
８月期 

平成23年 
８月期 

平成24年 
８月期 
（当期） 

自己資本比率(％)  70.2  77.6  76.9  73.8  72.1

時価ベースの自己資本比率(％)  80.8  59.2  36.4  32.5  44.4

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)  0.6  0.8  0.1  －  0.4

インタレスト・カバレッジ・レシオ  59.7  51.6  296.9  1,103.8  3,770.9
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（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24年８月期）の期末配当金につきましては、連結当期純利益について当初見通しの４億円から21.7％増

となる４億86百万円を計上いたしましたので、平成23年10月13日に公表しておりました当初見通しの１株につき

1,700円から300円増額し、１株につき2,000円（配当性向19.8％）を予定しております。 

また、来期（平成25年８月期）の期末配当金につきましては、当期予定額から400円増額し、１株につき2,400円

（配当性向19.6％）を予定しております。 

   

（４）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23年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,479,872 655,972

売掛金 318,177 287,144

商品及び製品 936,227 927,997

仕掛品 5,683 4,747

原材料及び貯蔵品 148,055 125,943

繰延税金資産 86,247 89,703

その他 20,324 17,392

流動資産合計 2,994,588 2,108,901

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,055,510 1,257,331

減価償却累計額 △477,531 △567,273

建物及び構築物（純額） 577,979 690,057

工具、器具及び備品 318,622 351,803

減価償却累計額 △251,005 △293,172

工具、器具及び備品（純額） 67,617 58,631

土地 186,632 1,669,953

その他 3,423 6,053

減価償却累計額 △1,895 △3,481

その他（純額） 1,527 2,571

有形固定資産合計 833,757 2,421,213

無形固定資産 25,133 15,937

投資その他の資産   

繰延税金資産 87,434 73,938

差入保証金 825,625 873,018

その他 94,640 77,429

貸倒引当金 △10,433 △10,000

投資その他の資産合計 997,266 1,014,387

固定資産合計 1,856,157 3,451,538

資産合計 4,850,745 5,560,439

株式会社オンリー　（3376）　平成24年８月期　決算短信

－ 5 －



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成23年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 216,795 215,111

短期借入金 － 300,000

未払法人税等 291,891 251,937

ポイント引当金 39,997 48,964

資産除去債務 － 1,137

その他 356,419 359,190

流動負債合計 905,104 1,176,341

固定負債   

退職給付引当金 51,662 57,260

長期未払金 139,326 139,326

資産除去債務 176,394 180,267

固定負債合計 367,383 376,854

負債合計 1,272,487 1,553,196

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 1,725,907 2,154,893

自己株式 △414,000 △414,000

株主資本合計 3,578,257 4,007,243

少数株主持分 － －

純資産合計 3,578,257 4,007,243

負債純資産合計 4,850,745 5,560,439
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 6,628,305 7,009,098

売上原価 2,512,725 2,556,951

売上総利益 4,115,579 4,452,147

販売費及び一般管理費 3,461,371 3,553,565

営業利益 654,207 898,582

営業外収益   

受取利息 408 69

受取配当金 15 10

為替差益 2,425 －

受取保険金 4,362 2,517

受取手数料 － 9,553

雑収入 7,130 5,088

営業外収益合計 14,341 17,239

営業外費用   

支払利息 544 208

雑損失 1,037 450

営業外費用合計 1,582 659

経常利益 666,966 915,162

特別利益   

子会社株式売却益 35,070 －

貸倒引当金戻入額 7,229 －

特別利益合計 42,299 －

特別損失   

固定資産除却損 23,119 18,862

減損損失 18,345 6,244

リース解約損 3,585 817

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 169,128 25,924

税金等調整前当期純利益 540,137 889,237

法人税、住民税及び事業税 319,972 392,348

法人税等調整額 △64,689 10,039

法人税等合計 255,283 402,388

少数株主損益調整前当期純利益 284,854 486,849

少数株主損失（△） △775 －

当期純利益 285,629 486,849
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 284,854 486,849

その他の包括利益   

その他の包括利益合計 － －

包括利益 284,854 486,849

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 285,629 486,849

少数株主に係る包括利益 △775 －
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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22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 1,440,277 1,725,907

当期変動額   

剰余金の配当 － △57,864

当期純利益 285,629 486,849

当期変動額合計 285,629 428,985

当期末残高 1,725,907 2,154,893

自己株式   

当期首残高 － △414,000

当期変動額   

自己株式の取得 △414,000 －

当期変動額合計 △414,000 －

当期末残高 △414,000 △414,000

株主資本合計   

当期首残高 3,706,627 3,578,257

当期変動額   

剰余金の配当 － △57,864

当期純利益 285,629 486,849

自己株式の取得 △414,000 －

当期変動額合計 △128,370 428,985

当期末残高 3,578,257 4,007,243

少数株主持分   

当期首残高 2,320 －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,320 －

当期変動額合計 △2,320 －

当期末残高 － －

純資産合計   

当期首残高 3,708,948 3,578,257

当期変動額   

剰余金の配当 － △57,864

当期純利益 285,629 486,849

自己株式の取得 △414,000 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,320 －

当期変動額合計 △130,690 428,985

当期末残高 3,578,257 4,007,243
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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22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24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 540,137 889,237

減価償却費 227,534 213,365

減損損失 18,345 6,244

貸倒引当金の増減額（△は減少） △7,229 △433

ポイント引当金の増減額（△は減少） 10,011 8,967

退職給付引当金の増減額（△は減少） 7,356 5,598

受取利息及び受取配当金 △423 △79

支払利息 544 208

為替差損益（△は益） △7 1

子会社株式売却損益（△は益） △35,070 －

固定資産除却損 23,119 18,862

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） △7,973 31,033

たな卸資産の増減額（△は増加） △158,183 31,276

仕入債務の増減額（△は減少） 36,863 △1,683

前受金の増減額（△は減少） 13,596 △52,103

その他 △7,308 105,575

小計 785,392 1,256,072

利息及び配当金の受取額 425 69

利息の支払額 △489 △208

損害賠償金の支払額 △203,285 －

法人税等の支払額 △88,795 △468,138

法人税等の還付額 46,624 －

営業活動によるキャッシュ・フロー 539,872 787,794

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 － △100,000

有形固定資産の取得による支出 △136,065 △1,776,782

長期前払費用に係る支出 － △3,297

差入保証金の差入による支出 △32,621 △90,424

差入保証金の回収による収入 88,201 30,410

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

27,809 －

貸付けによる支出 △17,000 －

貸付金の回収による収入 122,140 570

その他 △14,822 △14,693

投資活動によるキャッシュ・フロー 37,641 △1,954,217

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） － 300,000

長期借入金の返済による支出 △68,866 －

自己株式の取得による支出 △414,000 －

配当金の支払額 △226 △57,476

財務活動によるキャッシュ・フロー △483,092 242,523

現金及び現金同等物に係る換算差額 7 △1

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 94,429 △923,900

現金及び現金同等物の期首残高 1,385,443 1,479,872

現金及び現金同等物の期末残高 1,479,872 555,972
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該当事項はありません。 

   

前連結会計年度（自平成22年９月１日 至平成23年８月31日）及び当連結会計年度（自平成23年９月１日 至

平成24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、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。 

  

前連結会計年度（自平成22年９月１日 至平成23年８月31日）及び当連結会計年度（自平成23年９月１日 至

平成24年８月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 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。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

  

(2）有形固定資産 

本邦以外の国又は地域に所在する有形固定資産がないため、該当事項はありません。 

  

３．主要な顧客ごとの情報 

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、該当事項は

ありません。 

  

前連結会計年度（自平成22年９月１日 至平成23年８月31日）及び当連結会計年度（自平成23年９月１日 至

平成24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、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。 

  

前連結会計年度（自平成22年９月１日 至平成23年８月31日）及び当連結会計年度（自平成23年９月１日 至

平成24年８月31日） 

 該当事項はありません。 

   

前連結会計年度（自平成22年９月１日 至平成23年８月31日）及び当連結会計年度（自平成23年９月１日 至

平成24年８月31日） 

 該当事項はありません。 

  

（５）継続企業の前提に関する注記

（６）連結財務諸表に関する注記事項

 （セグメント情報等）

ａ．セグメント情報

ｂ．関連情報

ｃ．報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報

ｄ．報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報

ｅ．報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報
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  （注）１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度（自平成22年９月１日 至平成23年８月31日）及び当連結会計年度（自平成23年９月１日 至

平成24年８月31日） 

 該当事項はありません。 

  

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結包括利益計算書、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、有価証券、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、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産、開示対象特別

目的会社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。 

 （１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年９月１日 
至 平成24年８月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭74,206 91

１株当たり当期純利益金額 円 銭5,359 61

１株当たり純資産額 円 銭83,103 35

１株当たり当期純利益金額 円 銭10,096 43

 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、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。 

  
前連結会計年度 

（自 平成22年９月１日 
至 平成23年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成23年９月１日 
至 平成24年８月31日） 

当期純利益（千円）  285,629  486,849

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（千円）  285,629  486,849

期中平均株式数（株）  53,293  48,220

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 株） 1,732

────── 

 （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23年８月31日) 

当事業年度 
(平成24年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,293,117 486,254

売掛金 222,209 230,485

商品 801,472 773,641

原材料 1,515 6,755

前渡金 12,526 13,592

繰延税金資産 75,823 75,764

関係会社短期貸付金 37,333 25,000

未収入金 23,387 26,173

その他 745 417

流動資産合計 2,468,132 1,638,084

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,051,349 1,253,169

減価償却累計額 △475,454 △564,698

建物（純額） 575,894 688,471

車両運搬具 2,420 2,420

減価償却累計額 △1,210 △1,815

車両運搬具（純額） 1,210 605

工具、器具及び備品 308,681 341,708

減価償却累計額 △243,111 △284,126

工具、器具及び備品（純額） 65,569 57,582

土地 186,632 1,669,953

有形固定資産合計 829,307 2,416,612

無形固定資産   

商標権 － 865

ソフトウエア 20,004 11,647

無形固定資産合計 20,004 12,512

投資その他の資産   

関係会社株式 36,298 22,298

出資金 276 276

関係会社長期貸付金 92,933 －

破産更生債権等 433 －

長期前払費用 47,318 29,179

繰延税金資産 85,515 71,437

差入保証金 825,625 873,018

保険積立金 34,852 37,366

その他 10,000 10,000

貸倒引当金 △10,433 △10,000

投資その他の資産合計 1,122,819 1,033,576

固定資産合計 1,972,131 3,462,701

資産合計 4,440,263 5,100,786
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成23年８月31日) 

当事業年度 
(平成24年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 163,156 195,379

短期借入金 － 300,000

未払金 121,873 147,762

未払費用 79,513 80,021

未払法人税等 259,452 226,252

未払消費税等 13,851 30,224

前受金 113,293 61,496

前受収益 28 －

ポイント引当金 36,119 43,183

資産除去債務 － 1,137

その他 3,559 9,235

流動負債合計 790,847 1,094,693

固定負債   

退職給付引当金 46,965 50,439

長期未払金 134,546 134,546

資産除去債務 176,394 180,267

固定負債合計 357,906 365,252

負債合計 1,148,753 1,459,946

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 1,396,859 1,746,189

利益剰余金合計 1,439,159 1,788,489

自己株式 △414,000 △414,000

株主資本合計 3,291,509 3,640,839

純資産合計 3,291,509 3,640,839

負債純資産合計 4,440,263 5,100,786
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

売上高 5,519,539 6,085,741

売上原価   

商品期首たな卸高 595,059 801,472

原材料期首たな卸高 50,033 1,515

当期商品仕入高 1,968,219 2,108,818

当期原材料仕入高 7,450 14,071

当期外注工賃 189,872 113,258

合計 2,810,635 3,039,137

他勘定振替高 2,740 1,280

商品期末たな卸高 801,472 773,641

原材料期末たな卸高 1,515 6,755

売上原価合計 2,004,907 2,257,459

売上総利益 3,514,631 3,828,281

販売費及び一般管理費 3,021,532 3,094,348

営業利益 493,099 733,933

営業外収益   

受取利息 3,577 1,481

受取配当金 15 10

受取手数料 41,018 53,150

雑収入 12,086 4,523

営業外収益合計 56,698 59,165

営業外費用   

支払利息 180 208

雑損失 100 173

営業外費用合計 280 382

経常利益 549,517 792,715

特別利益   

子会社株式売却益 30,979 7,000

貸倒引当金戻入額 34,495 －

特別利益合計 65,475 7,000

特別損失   

固定資産除却損 23,119 18,862

減損損失 18,345 6,244

リース解約損 2,805 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 122,369 －

特別損失合計 166,640 25,107

税引前当期純利益 448,352 774,608

法人税、住民税及び事業税 274,112 353,276

法人税等調整額 △74,103 14,137

法人税等合計 200,009 367,414

当期純利益 248,343 407,194
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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22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

株主資本   

資本金   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 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   

当期首残高 1,148,516 1,396,859

当期変動額   

剰余金の配当 － △57,864

当期純利益 248,343 407,194

当期変動額合計 248,343 349,330

当期末残高 1,396,859 1,746,189

利益剰余金合計   

当期首残高 1,190,816 1,439,159

当期変動額   

剰余金の配当 － △57,864

当期純利益 248,343 407,194

当期変動額合計 248,343 349,330

当期末残高 1,439,159 1,788,489
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

自己株式   

当期首残高 － △414,000

当期変動額   

自己株式の取得 △414,000 －

当期変動額合計 △414,000 －

当期末残高 △414,000 △414,000

株主資本合計   

当期首残高 3,457,166 3,291,509

当期変動額   

剰余金の配当 － △57,864

当期純利益 248,343 407,194

自己株式の取得 △414,000 －

当期変動額合計 △165,656 349,330

当期末残高 3,291,509 3,640,839

純資産合計   

当期首残高 3,457,166 3,291,509

当期変動額   

剰余金の配当 － △57,864

当期純利益 248,343 407,194

自己株式の取得 △414,000 －

当期変動額合計 △165,656 349,330

当期末残高 3,291,509 3,640,839
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該当事項はありません。  

   

（４）継続企業の前提に関する注記
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