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1.  平成25年8月期の連結業績（平成24年9月1日～平成25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 ％

25年8月期 7,222 3.0 1,072 19.3 1,101 20.3 642 31.9
24年8月期 7,009 5.7 898 37.4 915 37.2 486 70.4

（注）包括利益 25年8月期 642百万円 （31.9％） 24年8月期 486百万円 （70.9％）

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 ％ ％ ％

25年8月期 13,314.19 ― 15.0 17.8 14.8
24年8月期 10,096.43 ― 12.8 17.6 12.8

（参考） 持分法投資損益 25年8月期  ―百万円 24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

25年8月期 6,796 4,552 67.0 94,417.54
24年8月期 5,560 4,007 72.1 83,103.35

（参考） 自己資本   25年8月期  4,552百万円 24年8月期  4,007百万円

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

25年8月期 859 △179 411 1,647
24年8月期 787 △1,954 242 555

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 ％ ％

24年8月期 ― 0.00 ― 2,000.00 2,000.00 96 19.8 2.5
25年8月期 ― 0.00 ― 2,600.00 2,600.00 125 19.5 2.9
26年8月期(予想) ― 0.00 ― 2,800.00 2,800.00 19.9

3. 平成26年 8月期の連結業績予想（平成25年 9月 1日～平成26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) 3,700 4.6 580 7.9 590 8.0 335 5.8 6,947.32
通期 7,500 3.8 1,170 9.1 1,200 9.0 680 5.9 14,102.03



※  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 

（注）「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」第14条の７ （会計方針の変更を会計上の見積りの変更と区別することが困難な場合） に該
当するものであります。詳細は、添付資料Ｐ．11 「３．連結財務諸表 （５） 連結財務諸表に関する注記事項（会計方針の変更）」をご覧ください。 

(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  ： 有
② ①以外の会計方針の変更  ： 無
③ 会計上の見積りの変更  ： 有
④ 修正再表示  ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 25年8月期 59,720 株 24年8月期 59,720 株
② 期末自己株式数 25年8月期 11,500 株 24年8月期 11,500 株
③ 期中平均株式数 25年8月期 48,220 株 24年8月期 48,220 株

（参考）個別業績の概要 

平成25年8月期の個別業績（平成24年9月1日～平成25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 ％

25年8月期 6,214 2.1 866 18.1 942 18.9 546 34.2
24年8月期 6,085 10.3 733 48.8 792 44.3 407 64.0

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

25年8月期 11,336.45 ―
24年8月期 8,444.51 ―

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

25年8月期 6,181 4,091 66.2 84,841.22
24年8月期 5,100 3,640 71.4 75,504.77

（参考） 自己資本 25年8月期  4,091百万円 24年8月期  3,640百万円

※ 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 
 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、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は、様々な要因により、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、新政権の財政支出拡大や金融緩和等の政策への期待感から、株価上昇や

円高の是正などによる景気回復の明るい兆しが見えております。一方、一般の個人消費者が所得の増加を実感する

までには至っておらず、消費マインドの改善についてはまだ時間がかかるものと思われます。 

紳士服市場におきましては、需要に若干の改善の兆しが見えますが、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、全般的には依然

として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、平成25年春夏シーズンの商品から、プロダクトブランド「INHALE EXHALE」と「She loves SUITS」

を再構築して「ONLY」に統一いたしました。今後は「ONLY」という会社で「ONLY」という商品を販売することにな

り、お客様ひとり一人にもっと、「ONLY」＝「ほかにないもの」をお届けするために、一層の努力をもって邁進し

てまいります。 

また、ＭＤラインナップにつきましても、「フォーマル」「ビジネス」「セミドレス」の区分に分類し、着用シ

ーンや用途に合わせた商品の着こなし提案を行いました。アイテム別の売上では、定番商品であるスーツ、シャツ

及びネクタイはいずれも好調に推移し、ジャケット、パンツ及びベスト等の提案商品の売上も好調に推移いたしま

した。 

  

販売店舗においては、当連結会計年度において、新しい業態となる「オンリー」第１号店を出店いたしました。

「オンリー」は「ザ・スーパースーツストア」に一層の上質感と選ぶ楽しさを付加した進化型ショップと位置付け

ております。 

この結果、当連結会計年度末の店舗数は、新業態「オンリー」は１店舗を新規出店、１店舗を既存店舗から改装

して計２店舗、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42店舗、「INHALE 

EXHALE」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４店舗出店して17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」は業態変更により１店舗減少して１店舗、レディススーツ専門店「シ

ーラブズスーツ」は１店舗減少して５店舗となり、グループ合計で67店舗となりました（前期末65店舗）。 

   

これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高は72億22百万円（前期比3.0％増）となりました。また、利益

面につきましては、営業利益が10億72百万円（同19.3％増）、経常利益が11億１百万円（同20.3％増）、当期純利

益は６億42百万円（同31.9％増）となりました。 

  

② 次期（平成25年９月１日～平成26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、新規出店や「オンリー」への業態

転換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3.8％増）、連結営業利益11億70百

万円（当期比9.1％増）、連結経常利益12億円（当期比9.0％増）、連結当期純利益については６億80百万円（当期

比5.9％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12億36百万円増加して67億96百万円（前期末

比22.2％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11億２百万円増加して32億11百万円（同52.3％増）となりま

した。これは主に現金及び預金が９億91百万円、商品及び製品が77百万円それぞれ増加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１億33百万円増加して35億85百万円（同3.9％

増）となりました。これは主に工具、器具及び備品が30百万円、建設仮勘定が44百万円、差入保証金が59百万円そ

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６億90百万円増加して22億44百万円（同44.5％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１百万円増加（同0.1％増）して11億77百万円となりまし

た。また、固定負債につきましては、前連結会計年度末に比べ６億89百万円増加して10億66百万円（同182.9％

増）となりました。これは主に長期借入金が６億33百万円増加したことによるものであります。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ５億45百万円増加して45億52百万円（同13.6％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５億45百万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８億59百万円増

加（前期比10.7％増）、投資活動で１億79百万円減少（前期は19億43百万円の減少）し、財務活動により４億11百

万円増加（前期比69.6％増）いたしました。その結果、前連結会計年度末に比べ10億91百万円増加（前期は９億23

百万円の減少）し、当連結会計年度末の資金残高は16億47百万円となりました。 

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８億59百万円（前期比10.7％増）となりました。これは、主に税金等調整前当期

純利益10億81百万円、減価償却費２億14百万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４億35百

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１億79百万円（前期は19億43百万円の使用）となりました。これは、主に有形固

定資産取得による支出２億15百万円、差入保証金の支払いによる支出70百万円等の減少要因によるものであります

が、定期預金の払戻しによる収入１億円等の増加要因に一部相殺されております。 

  

（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４億11百万円（前期は２億42百万円の減少）となりました。これは、増加要因と

して長期借入による収入８億70百万円と、減少要因として短期借入金の純減額３億円や配当金の支払い96百万円等

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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：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25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５億90百万円から

8.8％増となる６億42百万円を計上いたしましたので、平成24年10月12日に公表しておりました当初見通しの１株に

つき2,400円から200円増額し、１株につき2,600円（配当性向19.5％）を予定しております。 

また、来期（平成26年８月期）の期末配当金につきましては、当期予定額から200円増額し、１株につき2,800円

（配当性向19.9％）を予定しております。     

  
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 

平成25年 
８月期 
（当期） 

自己資本比率(％)  77.6  76.9  73.8  72.1  67.0

時価ベースの自己資本比率(％)  59.2  36.4  32.5  44.4  56.9

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)  0.8  0.1  －  0.4  0.9

インタレスト・カバレッジ・レシオ  51.6  296.9  1,103.8  3,770.9  235.2
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（１）会社の経営の基本方針 

当社グループでは、企業理念に「仲間」、「正直」、「シンプル」を掲げております。「仲間」は社員だけでな

く、顧客、取引先、株主の皆様をすべて「仲間」と考え、その輪を広げていくこと、「正直」は、仲間に対して価格

面についても品質面についても正直な商売を行うこと、「シンプル」は、シンプルな価格設定やディスプレイ等によ

り、購入しやすい店づくりを行うことを表現しております。また、行動理念を「笑顔」、「感謝」、「清掃・整頓」

と定め、日常の業務を推進しております。 

これらの企業理念及び行動理念を徹底し、お客様ひとり一人に「ONLY」＝「ほかにないもの」をお届けして、顧客

満足度を向上を目指しております。 

  

（２）目標とする経営指標 

当社グループは利益及び経営効率の向上を経営目標としており、経常利益及び売上高経常利益率の向上を目指して

経営に取り組んでおります。 

  

（３）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、当連結会年度において、社名と同じ名称である「ONLY」ブランドを立ち上げました。平成25年春

夏シーズンの商品から「ONLY」のプロダクトブランドをスタートし、ストアブランドについても「オンリー」業態の

店舗をオープンしております。今後は、現在収益の柱となっている「ザ・スーパースーツストア」の店舗の「オンリ

ー」業態への転換を進める予定です。 

また、積極的なＰＲ活動により「ONLY」ブランドの認知向上を図るとともに、自社会員組織である「モバイルオン

リークラブ」の会員獲得を強化して顧客の固定化を図り、業容の拡大を目指してまいります。  

  

（４）会社の対処すべき課題 

紳士服業界においては、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ことに加え、クール

ビズの定着により、ビジネスウェアが今後一層多様化し、相対的にスーツ需要は減少していくものと考えられます。

こうした中、当社グループとしては、価格や嗜好性等について多様化する消費者のニーズに応えるため、商品開発

や店舗開発を積極的に行うとともに、高品質のサービス提供を維持していくための人材育成に取り組み、収益性の向

上を図ってまいります。 

  

２．経営方針
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３．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24年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 655,972 1,647,607

売掛金 287,144 291,609

商品及び製品 927,997 1,005,484

仕掛品 4,747 4,432

原材料及び貯蔵品 125,943 141,874

繰延税金資産 89,703 89,215

その他 17,392 31,618

流動資産合計 2,108,901 3,211,843

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,257,331 1,342,150

減価償却累計額 △567,273 △655,658

建物及び構築物（純額） 690,057 686,491

工具、器具及び備品 351,803 408,299

減価償却累計額 △293,172 △318,752

工具、器具及び備品（純額） 58,631 89,547

土地 1,669,953 1,669,953

建設仮勘定 － 44,400

その他 6,053 9,190

減価償却累計額 △3,481 △5,360

その他（純額） 2,571 3,829

有形固定資産合計 2,421,213 2,494,222

無形固定資産 15,937 17,760

投資その他の資産   

繰延税金資産 73,938 77,294

差入保証金 873,018 932,276

その他 77,429 73,486

貸倒引当金 △10,000 △10,000

投資その他の資産合計 1,014,387 1,073,058

固定資産合計 3,451,538 3,585,040

資産合計 5,560,439 6,796,883
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 215,111 258,461

1年内返済予定の長期借入金 － 174,000

短期借入金 300,000 －

未払法人税等 251,937 251,921

ポイント引当金 48,964 59,692

資産除去債務 1,137 1,086

その他 359,190 432,800

流動負債合計 1,176,341 1,177,962

固定負債   

長期借入金 － 633,500

退職給付引当金 57,260 60,051

長期未払金 139,326 139,121

資産除去債務 180,267 192,934

その他 － 40,500

固定負債合計 376,854 1,066,107

負債合計 1,553,196 2,244,070

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 2,154,893 2,700,463

自己株式 △414,000 △414,000

株主資本合計 4,007,243 4,552,813

純資産合計 4,007,243 4,552,813

負債純資産合計 5,560,439 6,796,883
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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23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 7,009,098 7,222,490

売上原価 2,556,951 2,544,458

売上総利益 4,452,147 4,678,032

販売費及び一般管理費 3,553,565 3,605,824

営業利益 898,582 1,072,207

営業外収益   

受取利息 69 235

受取配当金 10 352

受取保険金 2,517 －

受取手数料 9,553 10,814

協賛金収入 － 21,060

雑収入 5,088 2,820

営業外収益合計 17,239 35,282

営業外費用   

支払利息 208 3,388

為替差損 132 2,907

雑損失 318 171

営業外費用合計 659 6,467

経常利益 915,162 1,101,022

特別利益   

固定資産売却益 － 247

特別利益合計 － 247

特別損失   

固定資産除却損 18,862 12,518

減損損失 6,244 7,423

リース解約損 817 －

特別損失合計 25,924 19,941

税金等調整前当期純利益 889,237 1,081,327

法人税、住民税及び事業税 392,348 442,185

法人税等調整額 10,039 △2,868

法人税等合計 402,388 439,316

少数株主損益調整前当期純利益 486,849 642,010

当期純利益 486,849 642,010
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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23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年８月31日) 

少数株主損益調整前当期純利益 486,849 642,010

その他の包括利益   

その他の包括利益合計 － －

包括利益 486,849 642,010

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 486,849 642,010

少数株主に係る包括利益 － －
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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23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25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 1,725,907 2,154,893

当期変動額   

剰余金の配当 △57,864 △96,440

当期純利益 486,849 642,010

当期変動額合計 428,985 545,570

当期末残高 2,154,893 2,700,463

自己株式   

当期首残高 △414,000 △414,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △414,000 △414,000

株主資本合計   

当期首残高 3,578,257 4,007,243

当期変動額   

剰余金の配当 △57,864 △96,440

当期純利益 486,849 642,010

当期変動額合計 428,985 545,570

当期末残高 4,007,243 4,552,813

純資産合計   

当期首残高 3,578,257 4,007,243

当期変動額   

剰余金の配当 △57,864 △96,440

当期純利益 486,849 642,010

当期変動額合計 428,985 545,570

当期末残高 4,007,243 4,552,813
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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23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25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 889,237 1,081,327

減価償却費 213,365 214,580

減損損失 6,244 7,423

貸倒引当金の増減額（△は減少） △433 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） 8,967 10,728

退職給付引当金の増減額（△は減少） 5,598 2,790

受取利息及び受取配当金 △79 △587

支払利息 208 3,388

為替差損益（△は益） 1 △12

固定資産売却損益（△は益） － △247

固定資産除却損 18,862 12,518

売上債権の増減額（△は増加） 31,033 △4,464

たな卸資産の増減額（△は増加） 31,276 △93,103

仕入債務の増減額（△は減少） △1,683 43,349

未払金の増減額（△は減少） 30,161 17,649

前受金の増減額（△は減少） △52,103 19,952

長期未払金の増減額（△は減少） － △205

その他 64,214 △17,172

小計 1,244,872 1,297,915

利息及び配当金の受取額 69 471

利息の支払額 △208 △3,654

法人税等の支払額 △468,138 △435,028

営業活動によるキャッシュ・フロー 776,594 859,704

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 － 100,000

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 △1,776,782 △215,527

長期前払費用に係る支出 △3,297 △19,612

差入保証金の差入による支出 △90,424 △70,128

差入保証金の回収による収入 30,410 4,247

貸付金の回収による収入 570 581

その他 △3,493 21,131

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,943,017 △179,307

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 △300,000

長期借入れによる収入 － 870,000

長期借入金の返済による支出 － △62,500

配当金の支払額 △57,476 △96,273

財務活動によるキャッシュ・フロー 242,523 411,226

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1 12

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △923,900 1,091,635

現金及び現金同等物の期首残高 1,479,872 555,972

現金及び現金同等物の期末残高 555,972 1,647,607
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該当事項はありません。 

   

（減価償却方法の変更） 

当社及び連結子会社は、法人税法の改正に伴い、当連結会計年度より、平成24年９月１日以後に取得した有形固

定資産について、改正後の法人税法に基づく減価償却方法に変更しております。 

これにより、従来の方法に比べて、当連結会計年度の営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益はそれぞ

れ4,605千円増加しております。  

  

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。 

  

１．製品及びサービスごとの情報 

単一の製品・サービスの区分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．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。 

  

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。 

  

該当事項はありません。 

  

該当事項はありません。 

  

（5）連結財務諸表に関する注記事項

 （継続企業の前提に関する注記）

 （会計方針の変更）

 （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。 

  

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、退職給付、

ストック・オプション等、税効果会計、企業結合等、資産除去債務、賃貸等不動産、関連当事者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23年９月１日 
至 平成24年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年９月１日 
至 平成25年８月31日） 

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

１株当たり純資産額 円 銭94,417 54

１株当たり当期純利益金額 円 銭13,314 19

 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。 

 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23年９月１日 
至 平成24年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成24年９月１日 
至 平成25年８月31日） 

当期純利益（千円）  486,849  642,010

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）  486,849  642,010

期中平均株式数（株）  48,220  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 

────── ────── 

 （重要な後発事象）
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４．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年８月31日) 

当事業年度 
(平成25年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 486,254 1,366,176

売掛金 230,485 226,720

商品 773,641 844,777

原材料 6,755 15,446

前渡金 13,592 19,316

前払費用 － 604

繰延税金資産 75,764 69,559

関係会社短期貸付金 25,000 －

未収入金 26,173 40,975

その他 417 418

流動資産合計 1,638,084 2,583,994

固定資産   

有形固定資産   

建物 1,253,169 1,337,988

減価償却累計額 △564,698 △652,705

建物（純額） 688,471 685,282

車両運搬具 2,420 2,420

減価償却累計額 △1,815 △2,117

車両運搬具（純額） 605 302

工具、器具及び備品 341,708 398,614

減価償却累計額 △284,126 △309,645

工具、器具及び備品（純額） 57,582 88,969

土地 1,669,953 1,669,953

建設仮勘定 － 44,400

有形固定資産合計 2,416,612 2,488,907

無形固定資産   

商標権 865 769

ソフトウエア 11,647 15,124

無形固定資産合計 12,512 15,894

投資その他の資産   

関係会社株式 22,298 22,298

出資金 276 200

長期前払費用 29,179 23,390

繰延税金資産 71,437 74,658

差入保証金 873,018 932,276

保険積立金 37,366 39,880

その他 10,000 10,000

貸倒引当金 △10,000 △10,000

投資その他の資産合計 1,033,576 1,092,704

固定資産合計 3,462,701 3,597,506

資産合計 5,100,786 6,181,501
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成24年８月31日) 

当事業年度 
(平成25年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 195,379 211,749

1年内返済予定の長期借入金 － 174,000

短期借入金 300,000 －

未払金 147,762 181,316

未払費用 80,021 98,396

未払法人税等 226,252 202,028

未払消費税等 30,224 19,628

前受金 61,496 81,043

ポイント引当金 43,183 53,129

資産除去債務 1,137 1,086

その他 9,235 13,989

流動負債合計 1,094,693 1,036,368

固定負債   

長期借入金 － 633,500

退職給付引当金 50,439 52,814

長期未払金 134,546 134,341

資産除去債務 180,267 192,934

その他 － 40,500

固定負債合計 365,252 1,054,089

負債合計 1,459,946 2,090,457

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 1,746,189 2,196,393

利益剰余金合計 1,788,489 2,238,693

自己株式 △414,000 △414,000

株主資本合計 3,640,839 4,091,043

純資産合計 3,640,839 4,091,043

負債純資産合計 5,100,786 6,181,501
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年８月31日) 

売上高 6,085,741 6,214,949

売上原価   

商品期首たな卸高 801,472 773,641

原材料期首たな卸高 1,515 6,755

当期商品仕入高 2,108,818 2,142,623

当期原材料仕入高 14,071 33,111

当期外注工賃 113,258 135,137

合計 3,039,137 3,091,270

他勘定振替高 1,280 －

商品期末たな卸高 773,641 844,777

原材料期末たな卸高 6,755 15,446

売上原価合計 2,257,459 2,231,047

売上総利益 3,828,281 3,983,902

販売費及び一般管理費 3,094,348 3,117,148

営業利益 733,933 866,754

営業外収益   

受取利息 1,481 221

受取配当金 10 352

受取手数料 53,150 58,216

協賛金収入 － 21,060

雑収入 4,523 2,480

営業外収益合計 59,165 82,332

営業外費用   

支払利息 208 3,388

為替差損 137 2,916

雑損失 36 11

営業外費用合計 382 6,317

経常利益 792,715 942,769

特別利益   

子会社株式売却益 7,000 －

特別利益合計 7,000 －

特別損失   

固定資産除却損 18,862 12,518

減損損失 6,244 7,423

特別損失合計 25,107 19,941

税引前当期純利益 774,608 922,827

法人税、住民税及び事業税 353,276 373,198

法人税等調整額 14,137 2,984

法人税等合計 367,414 376,183

当期純利益 407,194 546,643
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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23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25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 1,396,859 1,746,189

当期変動額   

剰余金の配当 △57,864 △96,440

当期純利益 407,194 546,643

当期変動額合計 349,330 450,203

当期末残高 1,746,189 2,196,393

利益剰余金合計   

当期首残高 1,439,159 1,788,489

当期変動額   

剰余金の配当 △57,864 △96,440

当期純利益 407,194 546,643

当期変動額合計 349,330 450,203

当期末残高 1,788,489 2,238,693
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成23年９月１日 
 至 平成24年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成24年９月１日 
 至 平成25年８月31日) 

自己株式   

当期首残高 △414,000 △414,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 △414,000 △414,000

株主資本合計   

当期首残高 3,291,509 3,640,839

当期変動額   

剰余金の配当 △57,864 △96,440

当期純利益 407,194 546,643

当期変動額合計 349,330 450,203

当期末残高 3,640,839 4,091,043

純資産合計   

当期首残高 3,291,509 3,640,839

当期変動額   

剰余金の配当 △57,864 △96,440

当期純利益 407,194 546,643

当期変動額合計 349,330 450,203

当期末残高 3,640,839 4,091,043
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該当事項はありません。  

   

（4）個別財務諸表に関する注記事項

 （継続企業の前提に関する注記）
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