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1.  平成21年8月期第3四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年5月31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 ％

21年8月期第3四半期 9,972 ― 1,577 ― 1,624 ― 916 ―
20年8月期第3四半期 9,088 17.6 1,400 37.0 1,423 41.9 451 △20.8

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

21年8月期第3四半期 206.36 ―
20年8月期第3四半期 93.28 ―

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

21年8月期第3四半期 13,490 5,240 38.8 1,201.31
20年8月期 12,482 4,858 38.9 1,020.25

（参考） 自己資本   21年8月期第3四半期  5,240百万円 20年8月期  4,858百万円

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  有   

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年8月期 ― 10.00 ― 15.00 25.00
21年8月期 ― 15.00 ―
21年8月期 

（予想）
25.00 40.00

3.  平成21年8月期の連結業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 12,300 4.6 1,730 24.1 1,720 21.1 1,000 176.0 223.38
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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）  有  

（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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  有  
（注）詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

(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 
１．上記の予想は現時点で入手可能な情報に基づき算出したものであり、実際の業績は今後のさまざまな要因によって異なる結果となる可能性がありま
す。上記の予想に関する事項については、４ページ【定性的情報・財務諸表等】３．連結業績予想に関する定性的情報をご覧ください。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」（企業会計基
準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

新規 1社 （社名 VIETNAM KURAUDIA CO.,LTD. ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期第3四半期 4,844,600株 20年8月期  4,844,600株
② 期末自己株式数 21年8月期第3四半期  482,502株 20年8月期  82,239株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年8月期第3四半期 4,442,244株 20年8月期第3四半期 4,843,224株
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 当第３四半期連結累計期間における我が国の経済は、米国の金融危機に端を発した世界経済の悪化は 悪期は脱し

たものの、企業収益及び設備投資の減少や雇用情勢の悪化等、引き続き厳しい状況が続いております。 

  このような経済環境のもと、当企業グループは、婚礼衣裳の製造メーカー機能を軸としてブライダル市場の川中事

業であるショップ事業（レンタル及び直販）に引続き注力するとともに、ハワイ挙式事業の強化を目的として、平成

21年３月には当社の子会社である株式会社ファーストウエディングにおいてハワイ挙式の企画・販売事業を株式会社

ベンチャーバンクより譲受け、同月より業務を開始いたしました。また、平成21年５月には株式会社ベストブライダ

ルの子会社であるBest Bridal Hawaii,Inc. と当社の子会社であるKURAUDIA USA.LTD. が業務提携契約を締結いたし

ました。この契約締結により平成22年４月からBest Bridal Hawaii,Inc. が所有または独占使用権を有する６挙式施

設（チャペル）のホールセールをKURAUDIA USA.LTD. が独占的に受託いたします。次に、平成20年12月に設立いたし

ましたVIETNAM KURAUDIA CO.,LTD. が平成21年５月に操業を開始いたしました。また、同月には、小倉優子プロデュ

ースの「You Priere（ユープリエール）」ファーストコレクションを発表いたしました。  

  以上の結果、当第３四半期連結累計期間の当企業グループの業績は、売上高9,972百万円、営業利益1,577百万円、

経常利益1,624百万円、四半期純利益916百万円となりました。 

  業績における所在地別セグメントの状況は、日本では売上高が10,958百万円（セグメント間の内部売上高1,165百

万円を含む。）、営業利益が1,584百万円、ハワイでは売上高が511百万円（セグメント間の内部売上高352百万円を

含む。）、営業利益が89百万円となりました。その他の地域では売上高が587百万円（セグメント間の内部売上高565

百万円を含む。）、営業利益が11百万円となりました。   

  

① 資産、負債及び純資産の状況  

   当第３四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ646百万円増加し、4,160百万円となりまし

た。これは主に現金及び預金107百万円、受取手形及び売掛金340百万円の増加によるものであります。固定資産

は、前連結会計年度末に比べ362百万円増加し、9,330百万円となりました。これは主に投資その他の資産409百万

円の増加によるものであります。この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ1,008百万円増加し、13,490百万

円となりました。 

   流動負債は、前連結会計年度末に比べ420百万円増加し4,615百万円となりました。これは主に、買掛金102百万

円、未払法人税等132百万円、賞与引当金142百万円の増加によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末

に比べ206百万円増加し、3,635百万円となりました。これは主に社債135百万円、長期借入金35百万円の増加によ

るものであります。この結果、負債合計は前連結会計年度末に比べ626百万円増加し、8,250百万円となりました。

   純資産は、前連結会計年度末に比べ381百万円増加し、5,240百万円となりました。これは主に、利益剰余金が

779百万円増加した一方で、第１四半期連結会計期間において自己株式を356百万円取得したこと及び為替換算調整

勘定41百万円の減少によるものであります。この結果、自己資本比率は38.8％となりました。  

② キャッシュ・フローの状況  

  当第３四半期連結累計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが1,027百万円

の収入、投資活動によるキャッシュ・フローが264百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが526百万円

の支出となり、この結果、当第３四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）期末残高

は、1,153百万円となりました。 

  当第３四半期連結累計期間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） 

  営業活動により得られた資金は1,027百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益1,611百万

円、減価償却費296百万円、賞与引当金の増加143百万円等を源泉とする収入があった一方で、売上債権の増加302

百万円、差入保証金の増加183百万円等の支出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） 

  投資活動により使用した資金は264百万円となりました。これは主に、事業譲受による25百万円等の収入があっ

た一方で、有形・無形固定資産の取得による271百万円等の支出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） 

  財務活動により使用した資金は526百万円となりました。これは主に、長期借入れによる930百万円、社債の発行

による292百万円の収入があった一方で、短・長期借入金の返済1,143百万円、自己株式の取得356百万円、配当金

の支払額128百万円等の支出によるものであります。  

  

  

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
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現時点におきましては、平成20年10月３日発表の業績予想を変更しておりません。  

  

 第２四半期連結会計期間より、「VIETNAM KURAUDIA CO.,LTD.」を新たに設立したため、連結の範囲に含めて

おります。  

   

 定率法を採用している資産については、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按分して算定する方法によ

っております。   

  

① 「四半期財務諸表に関する会計基準等」の適用  

 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「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）を適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更し

ております。 

なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

③ 「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」の適用 

 第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

④ 「リース取引に関する会計基準」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、「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））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を早期適用し、通常の売買取引に係る会計処理

によっております。 

 また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法については、リース期間

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 ただし、リース取引開始日が、リース会計基準等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によっております。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。  

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３四半期連結会計期間末
(平成21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20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,171,214 1,063,886

受取手形及び売掛金 1,710,608 1,370,418

有価証券 10,000 －

商品及び製品 300,248 253,030

原材料 107,981 113,977

仕掛品 221,054 196,499

貯蔵品 129,461 128,672

繰延税金資産 275,579 178,652

その他 320,402 237,846

貸倒引当金 △86,536 △29,006

流動資産合計 4,160,012 3,513,976

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,907,258 3,806,726

減価償却累計額 △1,292,158 △1,179,839

建物及び構築物（純額） 2,615,099 2,626,886

機械装置及び運搬具 250,911 254,296

減価償却累計額 △173,379 △157,011

機械装置及び運搬具（純額） 77,531 97,285

工具、器具及び備品 369,952 384,708

減価償却累計額 △242,316 △223,994

工具、器具及び備品（純額） 127,636 160,713

土地 3,044,448 3,030,348

建設仮勘定 11,105 2,101

有形固定資産合計 5,875,820 5,917,335

無形固定資産   

借地権 42,365 23,280

のれん 262,589 288,001

その他 7,756 7,749

無形固定資産合計 312,711 319,031

投資その他の資産   

投資有価証券 108,869 118,559

保険積立金 381,246 350,948

差入保証金 2,042,829 1,930,409

繰延税金資産 222,495 194,654

その他 473,023 232,319

貸倒引当金 △86,450 △94,756

投資その他の資産合計 3,142,013 2,732,134

固定資産合計 9,330,545 8,968,501

資産合計 13,490,558 12,482,477
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21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20年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 462,719 359,838

短期借入金 1,028,000 1,405,000

1年内償還予定の社債 165,000 120,000

1年内返済予定の長期借入金 980,192 852,294

未払法人税等 458,587 325,870

賞与引当金 272,695 129,737

役員賞与引当金 74,997 29,150

その他 1,172,913 972,919

流動負債合計 4,615,105 4,194,809

固定負債   

社債 995,000 860,000

長期借入金 2,150,722 2,115,406

役員退職慰労引当金 427,518 412,554

繰延税金負債 4,796 －

その他 57,180 40,915

固定負債合計 3,635,218 3,428,875

負債合計 8,250,323 7,623,684

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,071,590 1,071,590

資本剰余金 1,102,138 1,102,138

利益剰余金 3,524,505 2,744,681

自己株式 △459,232 △102,561

株主資本合計 5,239,001 4,815,848

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 418 233

為替換算調整勘定 815 42,711

評価・換算差額等合計 1,233 42,945

純資産合計 5,240,234 4,858,793

負債純資産合計 13,490,558 12,482,477

㈱クラウディア（3607）　平成21年８月期　第３四半期決算短信

－ 6 －



（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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 9,972,644

売上原価 3,087,481

売上総利益 6,885,162

販売費及び一般管理費 5,307,598

営業利益 1,577,563

営業外収益  

受取利息 3,724

受取配当金 822

受取賃貸料 31,578

受取手数料 22,705

負ののれん償却額 15,550

為替差益 16,114

その他 21,742

営業外収益合計 112,238

営業外費用  

支払利息 52,849

社債発行費 7,674

その他 4,855

営業外費用合計 65,380

経常利益 1,624,421

特別損失  

固定資産除却損 12,470

特別損失合計 12,470

税金等調整前四半期純利益 1,611,950

法人税、住民税及び事業税 815,528

法人税等調整額 △120,271

法人税等合計 695,257

四半期純利益 916,693
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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）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21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 1,611,950

減価償却費 296,231

のれん償却額 25,411

負ののれん償却額 △15,550

貸倒引当金の増減額（△は減少） 50,334

賞与引当金の増減額（△は減少） 143,404

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 45,847

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 14,964

受取利息及び受取配当金 △4,547

支払利息 52,849

社債発行費 7,674

固定資産除却損 12,470

売上債権の増減額（△は増加） △302,059

たな卸資産の増減額（△は増加） △73,092

差入保証金の増減額（△は増加） △183,327

仕入債務の増減額（△は減少） 107,401

未払消費税等の増減額（△は減少） 50,925

その他 △86,953

小計 1,753,936

利息及び配当金の受取額 4,870

利息の支払額 △49,159

法人税等の支払額 △682,049

営業活動によるキャッシュ・フロー 1,027,597

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 △101,152

定期預金の払戻による収入 107,936

有形固定資産の取得による支出 △250,631

無形固定資産の取得による支出 △20,434

貸付けによる支出 △30,324

貸付金の回収による収入 4,620

事業譲受による収入 25,450

投資活動によるキャッシュ・フロー △264,535

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） △377,000

長期借入れによる収入 930,000

長期借入金の返済による支出 △766,786

社債の発行による収入 292,325

社債の償還による支出 △120,000

自己株式の取得による支出 △356,671

配当金の支払額 △128,229

財務活動によるキャッシュ・フロー △526,361

現金及び現金同等物に係る換算差額 △11,749

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 224,951

現金及び現金同等物の期首残高 928,264

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,153,215
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 当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

 該当事項はありません。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成21年５月31日）において、当企業グループは、婚礼

に関連したブライダル事業を主たる事業としており、当該事業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３四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成21年５月31日） 

 （注）１．国又は地域は、地理的近接度により区分しております。 

２．本邦以外の区分に属する国又は地域の内訳は次のとおりであります。 

  ハワイ・・・米国ハワイ州のみをその地域としております。 

  その他・・・ミクロネシア（グアム及びサイパン）、オーストラリア、中華人民共和国、ベトナム社会

  主義共和国  

  

 当第３四半期連結累計期間（自平成20年９月１日 至平成21年５月31日）において、海外売上高の合計が連結

売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。   

  

 会社法第165条第３項の規定により読み替えて適用される同法第156条第１項の規定に基づき、平成20年10月８

日開催の取締役会において自己株式を取得することを決議し、次のとおり実施いたしました。 

① 取得株式の種類  当社普通株式 

② 取得株式の総数  400,000株 

③ 取得価額の総額  356,400千円 

④ 取得日      平成20年10月９日  

⑤ 取得方法     東京証券取引所の自己株式立会外買付取引による買付け 

  

（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〕

  
日本 

（千円） 
ハワイ 
（千円） 

その他  
（千円）  

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結 
（千円） 

 売上高                                    

(1）外部顧客に対する売

上高 
 9,792,190  158,640  21,813  9,972,644  －  9,972,644

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 1,165,833  352,815  565,487  2,084,136  (2,084,136)  －

計  10,958,023  511,456  587,300  12,056,780  (2,084,136)  9,972,644

 営業利益  1,584,083  89,562  11,676  1,685,323  (107,759)  1,577,563

〔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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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年５月31日） 

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年８月期 
第３四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高  9,088,379

Ⅱ 売上原価  2,866,956

売上総利益  6,221,422

Ⅲ 販売費及び一般管理費  4,820,794

営業利益  1,400,628

Ⅳ 営業外収益  83,214

Ⅴ 営業外費用  60,252

経常利益  1,423,589

Ⅵ 特別利益  －

Ⅶ 特別損失  444,622

税金等調整前四半期純利益  978,967

税金費用  527,715

四半期純利益  451,251
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前第３四半期連結累計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年５月31日） 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期 

（平成20年８月期 
第３四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 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  978,967

減価償却費  280,613

のれん償却額   25,411

貸倒引当金の増加・減少（△）額   30,302

賞与引当金の増加・減少（△）額   115,560

役員賞与引当金の増加・減少（△）
額  

 △750

役員退職慰労引当金の増加・減少
（△）額  

 408,763

受取利息及び受取配当金   △5,311

支払利息   52,376

社債発行費   4,289

固定資産売却損   548

固定資産除却損  10,664

売上債権の増加（△）・減少額   △250,525

たな卸資産の増加（△）減少額   △64,088

差入保証金等の増加（△）・減少額   △169,000

仕入債務の増加・減少（△）額   32,609

未払消費税等の増加・減少（△）額   △32,320

その他   △45,054

小計  1,373,059

利息及び配当金の受取額   4,891

利息の支払額   △51,067

法人税等の支払額   △760,051

営業活動によるキャッシュ・フロー  566,831

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額   10,068

投資有価証券の取得による支出   △1,000

有形固定資産の取得による支出   △808,778

有形固定資産の売却による収入   2,073

貸付けによる支出   △77,777

貸付金の回収による収入   450

投資活動によるキャッシュ・フロー  △874,963

Ⅲ 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   105,000

長期借入れによる収入   1,200,000

長期借入金の返済による支出   △1,113,918

社債の発行による収入   495,710

社債の償還による支出   △420,000

自己株式の取得による支出   △51,689

配当金の支払額   △90,324

財務活動によるキャッシュ・フロー  124,778

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  △30,507

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加、減少
（△）額 

 △213,860

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  773,518

Ⅶ 現金及び現金同等物の四半期末残高  559,658
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