
１．平成18年2月中間期の連結業績（平成 17 年 9 月 1 日 ～ 平成 18 年 2 月 28 日）  

※  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。 

 なお、上記予想に関する事項は添付資料の８ページを参照して下さい。 

(財)財務会計基準機構会員

平成 18 年 8 月期 中間決算短信（連結） 平成 18 年 4 月 11 日

上 場 会 社 名   マルコ株式会社 上場取引所 大証第二部 

コ ー ド 番 号    9980 本社所在都道府県 奈良県   

(URL http://www.maruko.com) 

代  表  者 役職名 代表取締役社長 氏名 大 坪 知 子 

問合せ先責任者 役職名 取  締  役 氏名 森   篤 美  ＴＥＬ （ 06 ）6233 － 5000 

決算取締役会開催日    平成 18 年 4 月 11 日 

米国会計基準採用の有無   無 

(1)連結経営成績  （百万円未満切捨て）

  売上高 営業利益 経常利益 

  百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年2月中間期 11,322 △29.8 △426 － △484 －
17年2月中間期 16,120 31.8 1,848 107.2 1,777 94.5

17年8月期 31,341  3,876  3,657  

  中間(当期)純利益 
１株当たり中間
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益 

  百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年2月中間期 △245 － △7 81 － －
17年2月中間期 1,035 87.9 32 86 － －

17年8月期 2,150  68 24 － － 

（注）①持分法投資損益 18年2月中間期 －百万円 17年2月中間期 －百万円 17年8月期 －百万円 

  ②期中平均株式数（連結） 18年2月中間期 31,506,227株 17年2月中間期 31,506,899株  17年8月期 31,506,713株

  ③会計処理の方法の変更 有 

  ④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(2)連結財政状態  

  総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

  百万円 百万円 ％ 円 銭

18年2月中間期 17,492 10,447 59.7 331 60
17年2月中間期 17,491 10,411 59.5 330 46

17年8月期 17,609 11,178 63.5 354 79 

（注）  期末発行済株式数（連結） 18年2月中間期 31,506,121株 17年2月中間期 31,506,699株  17年8月期 31,506,459株

(3)連結キャッシュ・フローの状況  

  
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

18年2月中間期 △1,364 △626 1,632 3,119
17年2月中間期 742 △1,345 1,065 3,539

17年8月期 1,545 △1,896 749 3,476 

(4)連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 1社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成18年8月期の連結業績予想（平成 17 年 9 月 1 日 ～ 平成 18 年 8 月 31 日）  

  売上高 経常利益 当期純利益 

    百万円  百万円  百万円

通 期 25,440   495   301   

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 9円55銭   
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１．企業集団の状況 

 当社グループ（当社及び連結子会社、以下同じ）は、当社及び子会社１社で構成され、主として体型補整を目的と

した婦人下着（ファンデーション・ランジェリー）・ボディケア化粧品等を製造・仕入し、全国351店舗（平成18年

２月28日現在）の直営店舗においてお客様へのアフターケア（ボディメイク等）を行い、製品・商品を通じて充分な

満足感が得られるように直営店試着販売を行っております。 

１）子会社の位置付けは次のとおりであります。 

 
２）関係会社の状況は次のとおりであります。 

（注）１．上記の子会社は、特定子会社に該当しておりません。 

２．上記の子会社は、有価証券届出書又は有価証券報告書を提出しておりません。 

ヤマトテキスタイル株式会社 ……  当社の婦人下着の縫製及び当社新製品等の開発業務を行っております。 

 

繊維製品の縫製 

 

ヤマトテキスタイル

株式会社 

連結子会社 

新製品等の開発業務 

マルコ株式会社 
(当社) 

名    称 住 所 
資本金 

(千円) 
主要な事業の内容 

議決権の所

有割合又は

被所有割合

(％) 

関   係   内   容 

役員の兼任等

資金援助

(千円) 
営業上の取引 

設 備 の 

賃貸借等 

業 務 

提携等 直 接 

所 有 

当社

役員

(名)

当 社 

従業員 

(名) 

（連結子会社） 

ヤマトテキスタイル㈱ 

奈良県 

橿原市 
10,000 

繊維製品の縫製及

び加工等 

（所有） 

100
1 3 －

繊維製品の縫

製等 

建物の 

賃貸借 
－
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２．経営方針 

(1）会社の経営の基本方針 

 当社グループは、「消費者重視」の基本方針のもと、三位一体（良い商品・正しい情報・誠実な人柄）を実践し、

成長を続けてまいりました。お客様とのコミュニケーションを大切にし、体型補整コンサルティングを通じて、お客

様に喜びと満足を提供いたします。今後ともお客様との一層の信頼関係を築きながら、付加価値の高いサービスと製

品・商品を提供し、業績の拡大・拡充を目指してまいります。また、株主重視の観点からは、ＩＲ活動にも積極的に

取り組むとともに、資本政策を推進し、高い利益還元を目指します。さらに、経営体質の強化を図り、経営効率の向

上のために、グループ内の業務全般を見直し、組織的にインフラの整備・運用に着手し、より強固な管理体制の確立

に努めてまいります。 

以上の方針に基づき、 

 1) 更なる新規顧客の獲得と市場認知を得るため、一般のお客様が気軽に来店できる店舗出店を推進し、当社グル

ープの「体型補整概念」を広く社会に浸透させていきます。 

 2) 独自のハイブリッドメジャーシステムによるオーダー製品の優位性を引き続き活用しながら、より付加価値を

高めた製品を開発して他社との差別化を図ってまいります。 

 3) 専門店としての商品知識と専門技術の習得を図り、販売社員に対して引き続き体型補整コンサルティングの実

務実践を徹底いたします。「お客様にどのように満足を提供するか」を一人ひとりが主体性をもって考え、お客

様のニーズに合わせた商品選択のお役に立てるアドバイザーを目指し、それを実行できるように販売体制を強化

してまいります。 

 4) コンプライアンスをはじめとして、企業統治（コーポレート・ガバナンス）のより一層の充実を図るため、組

織体制の見直しを行い、内部統制の整備・充実を進めてまいります。 

等を重要な課題として取り組み、グループ全体として、一丸となった経営を行ってまいります。 

(2) 会社の利益配分に関する基本方針 

 当社は、内部留保とのバランスを考慮しつつ、株主に対する利益還元を経営上の重要課題の一つと考えておりま

す。強固な経営基盤の確立と業績の向上に努め、安定かつ継続的な株主配当の実施を目標とし、企業収益と財務状況

等を勘案しながら株主各位のご期待に応えるように努力してまいります。 

 このような基本方針を踏まえ、当中間期の配当金につきましては、１株につき10円とさせていただきます。 

(3) 投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

 当社は、当社の株主数の増加を重要な課題として認識しており、株主の多数を占める個人投資家の皆様が投資しや

すい投資金額とするよう、業績、市況等を勘案し株式分割等、機動的な株価対策を行う考えであります。 

(4) 目標とする経営指標 

 当社は、中長期的な会社の経営戦略に基づく積極的な事業展開のために、株主資本の増加・充実を図りつつ、利益

配分に関する方針に従い、企業価値を増大させ長期的に安定した配当を実施してまいります。そのための目標として

株主資本利益率（ＲＯＥ）を経営指標とし、その向上を目指してまいります。 

(5) 中長期的な会社の経営戦略 

 今後の女性下着市場（インナーウェア市場）は、これまで以上に消費者ニーズが体型補整などの機能性を重視した

商品選択へシフトする傾向にあります。従って、「デザイン性」「ファッション性」はもとより、自分にあった理想

的な体型を目的とした機能を付加した商品の多様化が進むものと考えております。 

 当社グループといたしましては、中長期的な経営戦略として「メイキングランジェリー」の特徴と、「体型補整概

念」に基づくボディメイクとコンサルティングを市場全体にアピールするとともに、他社との差別化を図りながら、

ナショナルブランドの確立の実現を目指してまいります。 

 その具体化といたしまして、製品開発では、素材、デザイン、縫製技術、そして補整力のすべてのテーマに「最

高」を掲げ、インナーウェアの領域を超えた高付加価値商品を市場に提供してまいります。新しいカテゴリーとして

は「美肌」「美白」「保湿」等のテーマにも積極的に取り組み、今までにない斬新な製品開発に注力してまいりま

す。 

 また、店舗展開につきましても、通常の店舗とは別に、長年追求してきた「体型補整概念」を広く社会に浸透させ

るため、お客様が気軽に、自由に来店できる路面店を展開し、「３Ｄ体型計測」の体験など多彩なサービスを提供で

きるように推し進めるとともに、今後はミドルエイジ向けの商品開発や店舗開発を進めてまいります。 
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(6) 会社の対処すべき課題 

今後の景況動向につきましては、景気の本格回復やデフレ脱却への期待感が広がってきたと思われます。女性下着

市場（インナーウェア市場）につきましても、補整的な機能性を重視した商品が注目され、「高付加価値・高価格商

品」の市場占有率も高まり、商品ニーズの多様化がさらに顕著に進むと考えております。 

これらを踏まえ、当社グループといたしましては、下記の点を重要な課題と考えております。 

① 新製品の開発 

「メイキングランジェリー」の集大成ともいえる「デコルテ」や、ボディラインをキープするために開発された

新製品「リュミエス」に引き続き、付加価値を高めた新しい分野の製品開発に注力し、お客様に満足いただけるよ

う努力してまいります。 

② 出店政策 

より多くの女性に当社グループの製品の特徴と、ボディメイクの技術を実体感して頂き、市場認知を今まで以上

に獲得することが重要な課題と考えております。今後は、現在までに培ったノウハウを活かし、更なるスキームの

開発を行うことで出店を推進してまいります。具体的には、幅広い顧客層をターゲットに、これまで提供してきた

店舗でのサービスを全面的に見直し、体型補整コンサルティングを通してお客様に心豊かな時間を提供できるよう

な、より魅力的なサービスを提供できる店舗展開に注力してまいります。 

③ 社員教育 

当社グループの経営理念である「心と体型の美の追求」を合言葉に、販売社員の一人ひとりが専門店として必要

不可欠な高度な商品知識と専門技術の習得を図り、「いかにお客様を綺麗にし、喜ばれ、感謝されるか」を考える

体型補整コンサルティングを実践できるよう社員教育を充実いたします。「知識・技術（ボディメイク）と心から

のおもてなし（ホスピタリティ）をもってお客様を美しくする事」が社員教育の基礎基盤であり、接客マナー、採

寸、ボディメイク、正しい下着のつけ方などの顧客サービスを中心とした顧客満足度を上げるための社員教育を新

入社員のみならず全社員を対象に再度実施してまいります。 

④ 情報の管理 

当社グループは直営店販売の特性上、多くの顧客情報を取り扱っております。個人情報保護法に対応し、個人情

報保護方針を策定し、社内体制の整備を図ってまいりました。今後も社内教育を、より徹底して行い顧客情報の流

出等の問題が発生しないよう顧客情報管理に努めてまいります。 

(7) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

 1) コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

当社は、経営の健全化、透明性、効率性を重視し、上場企業としてステークホルダーの方々の満足度を高め

ることで、コーポレート・ガバナンスの充実に努めてまいります。また、経営体質を強化するために、組織の

管理体制や監査体制を強化し、内部統制組織の充実を図ることが経営の重要な課題と位置づけ、株主各位を始

めとする利害関係者に対し、適時かつ公平な情報開示を行うことに努めてまいります。 

 2) コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

 株  主  総  会 

監査役会 
監査役３名 

取締役会 
取締役５名 

内部監査室 代表取締役社長 

選任・解任 選任・解任 

選任・解任 
取締役の業務監査 
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①  当社の取締役会は、原則として毎月１回定期的に開催し、経営上の最高意思決定機関として位置づけ、

法令・定款に定められた事項やその他重要事項の決定、業務執行状況の報告等を行い、問題点等があった

場合には、迅速に対応できるように心がけております。なお、社外取締役は採用しておりません。取締役

の責任を明確にするため、その任期を１年としております。 

また、企業経営に対するチェック機能をより充実させ、「経営の重要事項の決定機能及び監督機能」と

「業務執行機能」を分離し、取締役会を活性することを目的として今期より執行役員制度を導入しており

ます。 

②  当社は監査役制度を採用しており、３名の監査役のうち、社外監査役は２名であり、監査役は毎月開催

される取締役会、その他重要な会議に出席し、業務遂行の適法性及び財産の状況等に関する監視を行うな

ど、監査体制の充実を図っております。 

③  当社は社長直轄の内部監査室を設置し、営業・生産・管理の各部門・営業店舗等の業務に対して、業務

活動の規則・規律の遵守及び適合性について定期的に監査を実施しております。 

④  当社は、会計監査人として監査法人トーマツと監査契約を締結しており、公正な会計監査を受け、会計

処理の適正性の確保に努めております。なお、当連結会計期間において会計監査業務を執行した公認会計

士の氏名等は以下の通りであります。 

(注)継続監査年数につきましては、いずれも７年以内であります。 

監査業務に係る補助者の構成は、公認会計士６名、会計士補４名であります。 

以上のほか、経営の透明性を高めるため、ＩＲ活動の強化を進め、大阪証券取引所及び報道機関に対するニ

ュースリリースや取材対応を通じて積極的かつ公平な情報開示に努めております。 

さらに企業経営及び日常業務において、必要に応じて弁護士等の専門家から助言・指導をいただく体制もと

っており、コンプライアンスの強化に努めております。 

 3) 会社と会社の社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要 

人的関係、資本的関係等は一切ありません。 

 4) 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取り組みの最近１年間における実施状況 

企業経営に対するチェック機能をより充実させ、「経営の重要事項の決定機能及び監督機能」と「業務執

行機能」を分離し、取締役会を活性することを目的として今期より執行役員制度を導入しております。 

最近１年間においては、個人情報保護法の施行にあたり、規定の整備を行うとともに、法令および企業倫

理の遵守ならびに従業員の遵守意識の高揚を図るべく啓蒙活動に努めてまいりました。 

また、経営の透明性を高めるため、重要な会社情報については積極的に情報開示を行っており、株主およ

び一般投資家の皆様の便宜を図る観点から、開示内容につきましては速やかに当社ホームページに掲載して

おります。 

 業務を執行した公認会計士の氏名  所属する監査法人名  

 指定社員 業務執行役員 大西 寛文  監査法人 トーマツ  

 指定社員 業務執行役員 尾仲 伸之  監査法人 トーマツ  
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３．経営成績及び財政状態 

(1) 経営成績 

 当中間連結会計期間におけるわが国の経済は、底堅さを増す家計部門と体質改善が進む企業部門に支えられ、過剰

債務、過剰雇用、過剰設備の３つの過剰の解消が進み、バブル崩壊後、長期停滞に陥った主因である負の遺産の清算

はおよそ終了し、足腰の強い経済構造になりつつあります。海外経済の変動が日本の輸出に与える影響や原油価格の

高騰の景気押し下げなど不透明感はあるものの、景気は踊り場的状況を脱却し、緩やかな回復を続けています。 

 女性下着市場におきましては、女性の美意識の高まりを背景に、補整機能を重視した商品志向が顕著に見られるな

ど多様化する消費者ニーズに対応した商品の供給が活発になってまいりました。 

 このような状況の中、当社グループは、前期より引き続き主力製品の「デコルテ」シリーズを前面に出し、従来に

もまして体型補整コンサルティングの実務実践を徹底するとともに、より付加価値を高めた製品開発に注力してまい

りました。新製品として「デコルテ」シリーズをご愛用されたお客様をターゲットに、体型バランスをキープし続け

るために開発した「リュミエス」を発売し、既存顧客（愛用者）を中心に順調な滑り出しを見せたものの、一時的な

納期遅延などにより既存顧客（愛用者）からの新規試着体験客へのご紹介の動きが滞り、新規顧客数が大幅に減少い

たしました。その状況を受け、新規顧客の獲得に向けて、「Ｉ ＬＯＶＥ ＭＡＲＵＫＯ（ありがとうを心から）キ

ャンペーン」と題した販促活動を展開し、従来以上に体型補整の実務・実践の社員教育や販売促進政策を実施いたし

ましたが、期待した効果が充分には得られず、来店客数の減少により業績が悪化いたしました。 

 これらの結果、当中間連結会計期間における売上高は１１３億２２百万円（前年同期比２９.８％減）となり、経

常損失は４億８４百万円（前年同期は１７億７７百万円の経常利益）、中間純損失は２億４５百万円（前年同期は１

０億３５百万円の中間純利益）となりました。 

  

当社グループの品目別売上高は、次のとおりであります。 

なお、婦人下着（主として体型補整を目的とする）及び体型補整機能促進のためのボディケア化粧品等の製造・仕

入・販売事業の売上高、営業利益及び資産の金額は全セグメントの資産の金額の合計額に占める割合がいずれも９０

％超であるため、事業の種類別セグメント情報は、作成しておりません。 

（注）1. 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

2. 製品におけるその他は、主にストッキングの売上高であります。 

3．その他は、連結子会社におけるモールド加工収入及び不動産収入であります。 

 

平成17年８月期中間期

（前中間期） 

平成18年８月期中間期

（当中間期） 

対前年 

同期比 

(参考)平成17年８月期

（通期） 

金額 百分比 金額 百分比 増減率 金額 百分比 

  百万円 ％ 百万円 ％ ％ 百万円 ％

売上高 16,120 100.0 11,322 100.0 △29.8 31,341 100.0 

売上総利益 8,954 55.5 5,702 50.4 △36.3 17,547 56.0 

営業利益又は営業損失(△) 1,848 11.4 △426 △3.8 － 3,876 12.4 

経常利益又は経常損失(△) 1,777 11.0 △484 △4.3 － 3,657 11.7 

中間(当期)純利益又は中間純損失

(△) 
1,035 6.4 △245 △2.2 － 2,150 6.9 

区分 

平成17年８月期中間期 

（前中間期） 

平成18年８月期中間期 

（当中間期） 

(参考)平成17年８月期 

（通期） 

金額 構成比 金額 構成比 金額 構成比 

製品 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

ファンデーション・ランジェリー           

（ボディスーツ） 2,615 16.2 2,068 18.3 5,219 16.7 

（ブラジャー・ガードル等） 12,000 74.5 7,876 69.6 22,985 73.3 

その他 522 3.2 436 3.8 1,133 3.6 

小計 15,137 93.9 10,381 91.7 29,338 93.6 

商品         

ボディケア化粧品・下着用洗剤 975 6.1 921 8.1 1,978 6.3 

合計 16,113 100.0 11,302 99.8 31,316 99.9 

その他 7 0.0 19 0.2 24 0.1 

総合計 16,120 100.0 11,322 100.0 31,341 100.0 
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＜ファンデーション・ランジェリー部門＞ 

新製品「リュミエス」の発売などもありましたが、「デコルテ」シリーズを初めとしたレディメイドの販売が落

ち込みました。 

これらの結果、ファンデーション・ランジェリー及びストッキング等の売上高は、１０３億８１百万円（前年同

期比３１.４％減）となりました。 

＜ボディケア化粧品・下着用洗剤部門＞ 

ボディケア化粧品である「Peau de L'ange (ポー・ド・ランジェ)”天使の肌”」シリーズとして、コエンザイ

ムＱ１０、スクワランなどを含んだボディスムージングジェルエキストラなどを発売いたしました。この結果、売

上高は９億２１百万円（前年同期比５.６％減）となりました。 

(2) 財政状態 

① 総資産 

当中間連結会計期間末の総資産は１７４億９２百万円となり、前連結会計年度末に比べ、１億１７百万円減少と

なりました。 

流動資産合計は６３億円５３百万円となり、前連結会計年度末に比べ、５億６４百万円の減少となりました。こ

れは主に、現金及び預金の減少及び売掛金の減少によるものであります。 

固定資産合計は１１１億３８百万円となり、前連結会計年度末に比べ、４億４７百万円の増加となりました。こ

れは主に、大阪本社ビル建設による建設仮勘定の増加及び投資有価証券の売却による減少によるものであります。

② 負債合計 

当中間連結会計期間末の負債合計は７０億４４百万円となり、前連結会計年度末に比べ、６億１３百万円の増加

となりました。 

流動負債合計は４８億５３百万円となり、前連結会計年度末に比べ、２億５４百万円の増加となりました。これ

は主に、運転資金の借入れによる増加及び未払法人税等の納税による減少によるものであります。 

固定負債合計は２１億９０百万円となり、前連結会計年度末に比べ、３億５８百万円の増加となりました。これ

は主に、大阪本社ビル建設に伴う長期借入金の増加によるものであります。 

③ 資本合計 

当中間連結会計期間末の資本合計は１０４億４７百万円となり、前連結会計年度末に比べ、７億３０百万円の減

少となりました。これは主に、中間純損失の計上及び配当金による利益剰余金の減少によるものであります。 

(3) キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間末における連結べースの現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前中間連結会計期

間末に比べ４億１９百万円減少し、３１億１９百万円となりました。 

 当中間連結会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） 

 営業活動の結果、減少した資金は１３億６４百万円（前年同期は７億４２百万円の増加）となりました。これは主

に、税金等調整前中間純損失２億５７百万円、売上債務の減少５億２６百万円及び法人税等の支払１３億１４百万円

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、減少した資金は６億２６百万円（前年同期は１３億４５百万円の減少）となりました。これは主

に、大阪本社ビル建設工事代金等の支払７億４６百万円、新規出店・移転改装等に伴う固定資産の取得１億４９百万

円及び投資有価証券の売却３億５１百万円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、増加した資金は１６億３２百万円（前年同期は１０億６５百万円の増加）となりました。これは

主に、短期借入れ１５億円、長期借入れ７億円及び配当金の支払３億７６百万円によるものであります。 
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なお、当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは次のとおりであります。 

 （注）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 

※ 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

※ 株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式数（自己株式控除後）により算出しております。 

※ 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。有利子負債は、連結貸借対照表に計上され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18年８月期（中間）の営業活動によるキャッシュ・フローがマイナスであったため、債務償還年数、イ

ンタレスト・カバレッジ・レシオは記載しておりません。 

(3) 通期の見通し 

通期の見通しといたしましては、輸出や内需の堅調な推移が期待され、景況感の改善が続くと考えられ、個人消費

も力強さを増すと予想されます。 

このような状況の下、当社グループは引き続き体型補整コンサルティングの実務実践を徹底するとともに、従来以

上に接客マナー、採寸、ボディメイク、正しい下着のつけ方など顧客サービスを中心とした顧客満足度を上げるため

の社員教育研修を継続的に実施し、より魅力的なサービスを提供できる店舗作りに注力してまいります。 

また、新規顧客の拡大に向けた販売促進政策を積極的に実施するとともに、「デコルテ」・「モンマリエ」シリー

ズをリニューアルして発売し、ミドルエイジをターゲットにした店舗出店及び新製品の投入などを推し進め、業績を

改善させ事業体質の強化に努めてまいります。 

通期の見通しにつきましては当中間期における業績を受け、次の数値を見込んでおります。 

 平成16年８月期 平成17年８月期 平成18年８月期

 中間 期末 中間 期末 中間

自己資本比率（％） 80.8 61.1 59.5 63.5 59.7 

時価ベースの自己資本比率（％） 93.5 83.9 171.8 151.6 130.9 

債務償還年数（年） 0.0 0.1 2.4 0.9 － 

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
1,216.0 210.2 170.0 59.3 － 

 １．連結業績見通し 売上高  25,440 百万円 

  経常利益  495 百万円 

  当期純利益  301 百万円 

    

 ２．単独業績見通し 売上高  25,400 百万円 

  経常利益  490 百万円 

  当期純利益  300 百万円 
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４．中間連結財務諸表等 
(1) 中間連結貸借対照表 

  
前中間連結会計期間末 

（平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年２月28日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ 流動資産           

１．現金及び預金   3,539,430   3,119,480   3,476,954  

２．売掛金   887,235   623,544   1,150,540  

３．たな卸資産   2,186,642   1,920,007   1,755,051  

４．繰延税金資産   176,093   358,592   207,290  

５．その他   314,001   334,512   330,286  

  貸倒引当金   △2,881   △2,323   △1,465  

流動資産合計   7,100,522 40.6  6,353,813 36.3  6,918,657 39.3 

Ⅱ 固定資産           

(1) 有形固定資産 ※１          

１．建物及び構築物  1,729,257   1,735,621   1,751,609   

２．土地 ※２ 4,981,741   4,988,040   4,991,965   

３．建設仮勘定  616,854   1,367,160   629,962   

４．その他  740,721 8,068,574 46.1 702,249 8,793,070 50.3 767,668 8,141,205 46.2 

(2) 無形固定資産   298,904 1.7  442,095 2.5  432,240 2.5 

(3) 投資その他の資産           

１．差入保証金  1,404,625   1,392,543   1,406,765   

２．その他 ※２ 635,891   532,292   731,532   

  貸倒引当金  △17,100 2,023,416 11.6 △21,773 1,903,062 10.9 △20,872 2,117,425 12.0 

固定資産合計   10,390,894 59.4  11,138,228 63.7  10,690,871 60.7 

資産合計   17,491,417 100.0  17,492,042 100.0  17,609,529 100.0 

           
 

- 9 -



  
前中間連結会計期間末 

（平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間末 

（平成18年２月28日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成17年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ 流動負債           

１．支払手形及び買掛金   2,911,227   1,754,284   1,801,136  

２．短期借入金 ※３  －   1,500,000   －  

３．１年以内返済予定の長期
借入金 

※３  155,000   450,000   310,000  

４．賞与引当金   178,000   264,000   133,164  

５．返品調整引当金   －   51,000   －  

６．その他   1,882,492   834,581   2,354,623  

流動負債合計   5,126,720 29.3  4,853,866 27.8  4,598,923 26.1 

Ⅱ 固定負債           

１．長期借入金 ※３  1,645,000   1,860,000   1,490,000  

２．退職給付引当金   286,017   293,547   295,699  

３．繰延税金負債   －   24,655   24,836  

４．その他   22,116   12,535   21,956  

固定負債合計   1,953,133 11.2  2,190,737 12.5  1,832,492 10.4 

負債合計   7,079,854 40.5  7,044,603 40.3  6,431,416 36.5 

           

（資本の部）           

Ⅰ 資本金   2,332,729 13.3  2,332,729 13.3  2,332,729 13.2 

Ⅱ 資本剰余金   2,195,452 12.5  2,195,452 12.5  2,195,452 12.5 

Ⅲ 利益剰余金   5,869,718 33.6  6,045,461 34.6  6,669,501 37.9 

Ⅳ その他有価証券評価差額金   144,277 0.8  4,932 0.0  111,268 0.6 

Ⅴ 自己株式   △130,613 △0.7  △131,136 △0.7  △130,838 △0.7 

資本合計   10,411,563 59.5  10,447,438 59.7  11,178,112 63.5 

負債・資本合計   17,491,417 100.0  17,492,042 100.0  17,609,529 100.0 
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(2) 中間連結損益計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高   16,120,130 100.0  11,322,015 100.0  31,341,128 100.0 

Ⅱ 売上原価   7,165,634 44.5  5,664,073 50.0  13,793,873 44.0 

売上総利益   8,954,495 55.5  5,657,942 50.0  17,547,254 56.0 

返品調整引当金戻入額   － －  96,000 0.9  － － 

返品調整引当金繰入額   － －  51,000 0.5  － － 

差引売上総利益   8,954,495 55.5  5,702,942 50.4  17,547,254 56.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  7,106,284 44.1  6,129,710 54.2  13,670,514 43.6 

営業利益又は営業損失
(△)   1,848,211 11.4  △426,768 △3.8  3,876,739 12.4 

Ⅳ 営業外収益           

１．受取利息  191   109   574   

２．受取配当金  118   108   1,624   

３．受取手数料  10,405   27,052   19,738   

４．協賛金収入  －   7,800   －   

５．違約金収入  6,251   －   8,204   

６．保険金収入  3,095   －   －   

７．その他  10,770 30,831 0.2 11,078 46,150 0.4 16,204 46,346 0.1 

Ⅴ 営業外費用           

１．支払利息  18,488   33,744   44,283   

２．発注補償金  －   50,491   －   

３．貸倒引当金繰入  －   4,373   －   

４．不動産賃借契約解約損  20,423   －   61,517   

５．支払手数料  41,273   －   92,001   

６．リース契約解約損  3,277   －   －   

７．その他  18,017 101,481 0.6 15,668 104,277 0.9 67,447 265,249 0.8 

経常利益又は経常損失
(△)   1,777,561 11.0  △484,895 △4.3  3,657,836 11.7 

Ⅵ 特別利益           

 １．投資有価証券売却益  － － － 294,805 294,805 2.6 － － －

Ⅶ 特別損失           

１．減損損失 ※２ －   14,749   －   

２．不動産賃借契約解約損  －   36,623   －   

３．固定資産除却損  －   11,739   －   

４．その他  － － － 4,000 67,113 0.6 － － －

税金等調整前中間(当期)
純利益又は税金等調整前
中間純損失(△) 

  1,777,561 11.0  △257,203 △2.3  3,657,836 11.7 

法人税、住民税及び事業
税  781,372   67,260   1,625,471   

法人税等調整額  △39,132 742,240 4.6 △78,500 △11,240 △0.1 △117,806 1,507,665 4.8 

中間(当期)純利益又は中
間純損失(△)   1,035,321 6.4  △245,962 △2.2  2,150,171 6.9 
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(3) 中間連結剰余金計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）        

Ⅰ 資本剰余金期首残高   4,997,952  2,195,452  4,997,952 

Ⅱ 資本剰余金減少高        

１．自己株式消却額  2,802,500 2,802,500 － － 2,802,500 2,802,500 

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)残高   2,195,452  2,195,452  2,195,452 

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ 利益剰余金期首残高   5,018,187  6,669,501  5,018,187 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

１．中間(当期)純利益  1,035,321 1,035,321 － － 2,150,171 2,150,171

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１．中間純損失  －  245,962  －  

２．配当金  183,790 183,790 378,077 624,040 498,857 498,857

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高   5,869,718  6,045,461  6,669,501 
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

  

前中間連結会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度の要約連結 
キャッシュ・フロー計算書 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間(当期)純利益又は税
金等調整前中間純損失(△)  1,777,561 △257,203 3,657,836 

減価償却費  183,301 274,613 465,059 

減損損失  － 14,749 － 

貸倒引当金の増加額(△減少額)  2,671 1,758 5,027 

賞与引当金の増加額(△減少額)  28,000 130,836 △16,836 

返品調整引当金の増加額(△減少額)  － 51,000 － 

退職給付引当金の増加額(△減少額)  10,065 △2,152 19,748 

受取利息及び受取配当金  △309 △218 △2,199 

支払利息  18,488 33,744 44,283 

固定資産除却損  － 11,739 － 

投資有価証券売却損益(△益)  － △294,805 － 

不動産賃借契約解約損  20,423 36,623 61,517 

売上債権の減少額(△増加額)  75,890 526,996 △187,414 

たな卸資産の減少額(△増加額)  △423,063 △164,955 8,526 

仕入債務の増加額(△減少額)  375,136 △46,851 △734,954 

その他  △590,484 △327,741 △619,849 

小計  1,477,681 △11,866 2,700,745 

利息及び配当金の受取額  231 219 2,199 

利息の支払額  △4,363 △38,591 △26,074 

法人税等の支払額  △731,515 △1,314,173 △1,131,350 

営業活動によるキャッシュ・フロー  742,033 △1,364,412 1,545,520 

Ⅱ 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  △1,205,169 △931,064 △1,553,708 

無形固定資産の取得による支出  △72,222 △43,684 △209,297 

投資有価証券の売却による収入  － 351,210 － 

敷金保証金の差入による支出  △106,412 △55,836 △182,813 

敷金保証金の解約による収入  25,602 45,615 56,730 

その他  12,349 7,735 △7,315 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △1,345,853 △626,024 △1,896,403 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の増加額(△減少額)  － 1,500,000 － 

長期借入れによる収入  1,250,000 700,000 1,250,000 

長期借入金の返済による支出  － △190,000 － 

自己株式の取得による支出  △273 △297 △497 

配当金の支払額  △184,348 △376,739 △499,537 

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,065,378 1,632,962 749,964 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  － － － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額(△減少額)  461,558 △357,473 399,082 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,077,872 3,476,954 3,077,872 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末(期末)残高 ※ 3,539,430 3,119,480 3,476,954 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

(1) 連結の範囲に関する事項 (イ）連結子会社数 １社 (イ) 連結子会社数 １社 (イ) 連結子会社数 １社 

 ヤマトテキスタイル株式会

社 

同左 同左 

 (ロ）非連結子会社数 

 該当事項はありません。 

(ロ) 非連結子会社数 

同左 

(ロ) 非連結子会社数 

同左 

(2) 持分法の適用に関する事項  該当事項はありません。 同左 同左 

(3) 連結子会社の中間決算日（決

算日）等に関する事項 

 連結子会社の中間決算日は中間

連結決算日と一致しております。 

同左  連結子会社の決算日は連結決算

日と一致しております。 

(4) 会計処理基準に関する事項 (イ) 重要な資産の評価基準及び

評価方法 

(イ) 重要な資産の評価基準及び

評価方法 

(イ) 重要な資産の評価基準及び

評価方法 

 ａ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 中間決算日の市場価格

等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法に

より処理し、売却原価は

総平均法により算定） 

ａ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

ａ 有価証券 

その他有価証券 

時価のあるもの 

 決算日の市場価格等に

基づく時価法（評価差額

は全部資本直入法により

処理し、売却原価は総平

均法により算定） 

 時価のないもの 

 総平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

 ｂ デリバティブ 

時価法 

ｂ デリバティブ 

同左 

ｂ デリバティブ 

同左 

 ｃ たな卸資産 

商品・製品・原材料・仕

掛品 

 移動平均法による低価

法 

未成業務支出金 

個別法による低価法 

ｃ たな卸資産 

商品・製品・原材料・仕

掛品 

同左 

  

未成業務支出金 

同左 

ｃ たな卸資産 

商品・製品・原材料・仕

掛品 

同左 

  

未成業務支出金 

同左 

 貯蔵品 

最終仕入原価法による

低価法 

貯蔵品 

同左 

貯蔵品 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

 (ロ) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

(ロ) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

(ロ) 重要な減価償却資産の減価

償却の方法 

 ａ 有形固定資産 定率法 

 なお、平成10年４月１

日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）

については、定額法とし

ております。 

ａ 有形固定資産 定率法 

 なお、平成10年４月１

日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）

については、定額法とし

ております。 

ａ 有形固定資産 定率法 

 なお、平成10年４月１

日以降に取得した建物

（建物附属設備を除く）

については、定額法とし

ております。 

  また、主な耐用年数は

次のとおりであります。 

 また、主な耐用年数は

次のとおりであります。 

 また、主な耐用年数は

次のとおりであります。 

 建物及び構築物 

        ２～50年 

その他    ２～20年 

建物及び構築物 

        ８～50年 

その他    ５～20年 

建物及び構築物 

        ２～50年 

機械装置及び運搬具 

        ６～18年 

その他    ２～20年 

 ｂ 無形固定資産 定額法 ｂ 無形固定資産 定額法 ｂ 無形固定資産 定額法 

  なお、自社利用のソフ

トウェアについては、社

内における利用可能期間

（５年）に基づいており

ます。 

     同左 同左 

 ｃ 長期前払費用 定額法 ｃ 長期前払費用 定額法 ｃ 長期前払費用 定額法 

 (ハ) 重要な引当金の計上基準 (ハ) 重要な引当金の計上基準 (ハ) 重要な引当金の計上基準 

 ａ 貸倒引当金 ａ 貸倒引当金 ａ 貸倒引当金 

  債権の貸倒れによる損

失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率

により、貸倒懸念債権等

特定の債権については個

別に回収可能性を勘案

し、回収不能見込額を計

上しております。 

同左 同左 

 ｂ 賞与引当金 ｂ 賞与引当金 ｂ 賞与引当金 

  従業員に対する賞与の

支給に充てるため、従業

員賞与の支給見込額のう

ち当中間連結会計期間に

負担すべき額を計上して

おります。 

同左  従業員に対する賞与の

支給に充てるため、従業

員賞与の支給見込額のう

ち当期に負担すべき額を

計上しております。 

 ───── ｃ 返品調整引当金 ───── 

    中間連結会計期間末日

後予想される返品による

損失に備えるため、過去

の返品実績等に基づき、

計上しております。 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

 ｄ 退職給付引当金 ｄ 退職給付引当金 ｄ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年

度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額

に基づき、当中間連結会

計期間末において発生し

ていると認められる額を

計上しております。 

 数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生時

の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

（７年）による定額法に

より、按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年

度から処理することとし

ております。 

同左  従業員の退職給付に備

えるため、当連結会計年

度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額

に基づき計上しておりま

す。 

 数理計算上の差異は、

各連結会計年度の発生時

の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数

（７年）による定額法に

より、按分した額をそれ

ぞれ発生の翌連結会計年

度から処理することとし

ております。 

 (ニ) 重要なリース取引の処理方

法 

(ニ) 重要なリース取引の処理方

法 

(ニ) 重要なリース取引の処理方

法 

  リース物件の所有権が借

主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・

リース取引については、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。 

同左 同左 

 (ホ) 重要なヘッジ会計の方法 

ａ ヘッジ会計の方法 

 繰延ヘッジ処理を適用

しております。 

(ホ) 重要なヘッジ会計の方法 

ａ ヘッジ会計の方法 

同左 

(ホ) 重要なヘッジ会計の方法 

ａ ヘッジ会計の方法 

同左 

 ｂ ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…金利スワ

ップ取引 

 ヘッジ対象…借入金 

ｂ ヘッジ手段とヘッジ対象 

 ヘッジ手段…同左 

  

 ヘッジ対象…同左 

ｂ ヘッジ手段とヘッジ対象 

ヘッジ手段…同左 

  

ヘッジ対象…同左 

 ｃ ヘッジ方針 

 借入金利の変動に対す

るリスクヘッジ目的に限

定し、デリバティブ取引

を行っております。な

お、デリバティブ取引の

相手先は、信用度の高い

金融機関に限定しており

ます。 

ｃ ヘッジ方針 

同左 

ｃ ヘッジ方針 

同左 
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項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

 ｄ ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ手段およびヘッ

ジ対象について、毎決算

期末に、個別取引毎のヘ

ッジ効果を検証しており

ますが、ヘッジ対象の負

債とデリバティブ取引に

ついて、元本・利率・期

間等の条件が同一の場合

は、ヘッジ効果が極めて

高いことから本検証を省

略しております。 

ｄ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

ｄ ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

 (ヘ) その他中間連結財務諸表作

成のための重要な事項 

(ヘ) その他中間連結財務諸表作

成のための重要な事項 

(ヘ) その他連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

 ａ 消費税等の会計処理 ａ 消費税等の会計処理 ａ 消費税等の会計処理 

  税抜方式によっておりま

す。 

同左 同左 

 ｂ 繰延資産の処理方法 ───── ｂ 繰延資産の処理方法 

 新株発行費 

支出時に全額を費用とし

て処理しております。 

 新株発行費 

支出時に全額を費用とし

て処理しております。 

(5) 中間連結キャッシュ・フロー

計算書（連結キャッシュ・フ

ロー計算書）における資金の

範囲 

 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少な

リスクしか負わない取得日から概

ね３ヶ月以内に償還期限の到来す

る短期投資からなっております。 

同左 同左 
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会計処理の方法の変更 

前中間連結会計期間 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 

（自 平成16年９月１日 

至 平成17年８月31日） 

───── （固定資産の減損に係る会計基準）    

 当中間連結会計期間から「固定資産の減損

に係る会計基準」 （「固定資産の減損に係

る会計基準の設定に関する意見書」（企業会

計審議会 平成14年8月9日））及び 「固定

資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企

業会計基準委員会 平成15年10月31日 企業

会計基準適用指針第6号）を適用しておりま

す。 

 これにより税金等調整前中間純損失 

14,749千円増加しております。 

 なお減損損失累計額については、改正後の

中間連結財務諸表等規則に基づき当該各資産

の金額から直接控除しております。 

 

（固定資産に係る損益の計上区分）    

 従来、不動産賃借契約解約損等固定資産関

連損失については、中間連結損益計算書上、

営業外費用に計上しておりましたが、当中間

連結会計期間から「固定資産の減損に係る会

計基準」が適用されたことに伴い、減損損失

との整合性に鑑み中間連結損益計算書の計上

区分の見直しを実施した結果、特別損失とし

て計上することに変更しました。この結果に

より、営業外費用は48,363千円少なく表示さ

れ、特別損失は同額多く表示されておりま

す。 

  

（返品に伴う損失見込額の計上区分） 

 従来、返品に伴う損失見込相当額について

は、中間連結損益計算書上、販売費及び一般

管理費に、中間連結貸借対照表上、流動負債

のその他に計上しておりましたが、当中間連

結会計期間において販売システムの更新を実

施し、返品に伴う損失見込額の精度が向上し

たことにより返品調整引当金として計上する

ことに変更しました。なお、前連結会計年度

の流動負債のその他に計上されていた返品に

伴う損失見込額96,000千円は、中間連結損益

計算書上、売上原価項目の返品調整引当金戻

入額として計上し、新たに設定した返品調整

引当金51,000千円は、返品調整引当金繰入額

として計上しております。この変更により、

売上原価は45,000千円少なく表示され、販売

費及び一般管理費は同額多く表示されており

ます。 

───── 
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表示方法の変更 

追加情報 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

（中間連結損益計算書） （中間連結損益計算書） 

 「保険金収入」は、前中間連結会計期間まで、営業外

収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、当中

間連結会計期間において、営業外収益の総額の100分10を

超えたため区分掲記しました。 

 なお、前中間連結会計期間における「その他」に含ま

れている「保険金収入」は395千円であります。 

 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「違

約金収入」（当中間連結会計期間919千円）は、営業外収

益の総額の100分の10以下となったため、営業外収益の

「その他」に含めて表示することにしました。 

  

  

  

 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「保

険金収入」（当中間連結会計期間377千円）は、営業外収

益の総額の100分の10以下となったため、営業外収益の

「その他」に含めて表示することにしました。 

  

 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「支

払手数料」（当中間連結会計期間7,334千円）は、営業外

費用の総額の100分の10以下となったため、営業外費用の

「その他」に含めて表示することにしました。 

  

 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりました「リ

ース契約解約損」（当中間連結会計期間978千円）は、営

業外費用の総額の100分の10以下となったため、営業外費

用の「その他」に含めて表示することにしました。 

  

前中間連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

（外形標準課税） 

 実務対応報告第12号「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算上

の表示についての実務上の取扱い」

（企業会計基準委員会（平成16年２月

13日））が公表されたことに伴い、当

中間連結会計期間から同実務対応報告

に基づき、法人事業税の付加価値割及

び資本割37,500千円を販売費及び一般

管理費として処理しております。 

───── （外形標準課税） 

 実務対応報告第12号「法人事業税に

おける外形標準課税部分の損益計算上

の表示についての実務上の取扱い」

（企業会計基準委員会（平成16年２月

13日））が公表されたことに伴い、当

中間連結会計期間から同実務対応報告

に基づき、法人事業税の付加価値割及

び資本割77,000千円を販売費及び一般

管理費として処理しております。 
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注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

前中間連結会計期間末 
（平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（平成17年８月31日） 

※１．有形固定資産の減価

償却累計額 
2,187,989千円 

※１．有形固定資産の減価

償却累計額 
2,596,454千円 

※１．有形固定資産の減価

償却累計額 
2,423,550千円 

※２．担保に供している資産 ※２．          ─────  ※２．          ─────  

投資有価証券 198,390千円 

土地 3,001,956千円 

合計 3,200,346千円 

  

上記資産については、当座借越契約

2,000,000千円の担保に供しております。 

なお、中間期末日現在の当座借越残高

はありません。 

  

※３．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行９行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当中間連結会

計期間末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

※３．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行９行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当中間連結会

計期間末の借入未実行残高は次のとおり

であります。 

※３．当社は、運転資金の効率的な調達を行

うため取引銀行９行と当座貸越契約及び

貸出コミットメント契約を締結しており

ます。これら契約に基づく当連結会計年

度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 

9,500,000千円 

借入実行残高 1,250,000千円 

差引額 8,250,000千円 

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 

5,000,000千円

借入実行残高 1,500,000千円

差引額 3,500,000千円

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額 

5,000,000千円

借入実行残高 ― 

差引額 5,000,000千円
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（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

※１．販売費及び一般管理費に属する主要な

費目及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費に属する主要な

費目及び金額は次のとおりであります。 

※１．販売費及び一般管理費に属する主要な

費目及び金額は次のとおりであります。 

給料・賞与等 2,124,325千円 

不動産賃借料 994,767千円 

賞与引当金繰入 77,403千円 

減価償却費 181,048千円 

退職給付費用 95,789千円 

販売促進費 410,842千円 

信販手数料 1,133,064千円 

給料・賞与等 1,832,124千円 

不動産賃借料 1,023,334千円 

賞与引当金繰入 140,448千円 

減価償却費 272,971千円 

退職給付費用 92,077千円 

販売促進費 259,306千円 

信販手数料 463,195千円 

給料・賞与等 4,270,314千円 

不動産賃借料 2,023,410千円 

賞与引当金繰入 70,526千円 

減価償却費 459,909千円 

退職給付費用 184,129千円 

販売促進費 906,902千円 

信販手数料 1,557,588千円 

   

※２．          ─────  ※２．減損損失 

 当中間連結会計期間において当社グループ

は以下の遊休資産及び処分予定資産について

減損損失を計上しております。 

※２．          ─────  

 ① 減損損失を認識した資産の概要  

 用 途 種 類 場 所 

遊休資産  土地  岡山市 

処分予定資産
建物附属設備 

大阪市 
工具器具備品

 

 ② 資産のグルーピングの方法 

 キャッシュ・フローを生み出す最小

単位として店舗を基礎とし、また遊休

資産及び処分予定資産については物件

単位毎にグルーピングを行っておりま

す。 

 

 ③ 減損損失の認識に至った経緯 

 遊休状態にあり今後の使用目処が立

っていない資産グループ及び、処分予

定資産グループの帳簿価額を回収可能

価額まで減額し、当該減少額を減損損

失として特別損失に計上しておりま

す。その内訳は土地3,925千円、建物

10,496千円、工具器具備品328千円で

あります。 

 

 ④ 回収可能価額の算定方法 

 資産グループの回収可能価額は正味

売却価額または使用価値により測定し

ております。正味売却価額は、路線価

額を合理的に調整して算定しておりま

す。使用価値は、社屋移転までの減価

償却費相当額として算定しておりま

す。 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

① リース取引 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目と

金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目と

金額との関係 

※ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目と金額との

関係 

（平成17年２月28日現在） （平成18年２月28日現在） （平成17年８月31日現在） 

現金及び預金勘定 3,539,430千円 

現金及び現金同等物 3,539,430千円 

現金及び預金勘定 3,119,480千円 

現金及び現金同等物 3,119,480千円 

現金及び預金勘定 3,476,954千円 

現金及び現金同等物 3,476,954千円 

前中間連結会計期間 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認め

られるもの以外のファイナンス・リース取引 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び中間期末残高相当額 

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却

累計額相当額及び期末残高相当額 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

(有形固定資産)    

その他 1,174,531 758,820 415,710 

[工具器具備品]    

(有形固定資産)    

その他 27,853 20,486 7,366 

[車両運搬具]    

合計 1,202,384 779,307 423,077 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

中間期末
残高相当
額 
（千円） 

(有形固定資産)    

その他 826,412 395,631 430,780 

[工具器具備品]    

(有形固定資産)    

その他 19,487 10,963 8,524 

[車両運搬具]    

合計 845,899 406,595 439,304 

 
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円） 

(有形固定資産)    

その他 821,323 372,650 448,673 

[工具器具備品]    

(有形固定資産)    

その他 20,133 10,725 9,408 

[車両運搬具]    

合計 841,457 383,375 458,081 

（注）取得価額相当額は、未経過リース料中

間期末残高が有形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低いため、支払利子

込み法により算定しております。 

同左 （注）取得価額相当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期末残高等に占

める割合が低いため、支払利子込み法に

より算定しております。 

(2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料中間期末残高相当額 (2) 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 187,520千円 

１年超 235,556千円 

合計 423,077千円 

１年内 191,164千円 

１年超 248,139千円 

合計 439,304千円 

１年内 189,638千円 

１年超 268,442千円 

合計 458,081千円 

（注）未経過リース料中間期末残高相当額

は、未経過リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に占める割合

が低いため、支払利子込み法により算定

しております。 

同左 （注）未経過リース料期末残高相当額は、未

経過リース料期末残高が有形固定資産の

期末残高等に占める割合が低いため支払

利子込み法により算定しております。 

(3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 (3) 支払リース料及び減価償却費相当額 

支払リース料 139,239千円 

減価償却費相当額 139,239千円 

支払リース料 107,932千円 

減価償却費相当額 107,932千円 

支払リース料 246,218千円 

減価償却費相当額 246,218千円 

(4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 (4) 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を

零とする定額法によっております。 

同左 同左 
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② 有価証券 

（前中間連結会計期間末）（平成17年２月28日） 

その他有価証券で時価のあるもの 

（当中間連結会計期間末）（平成18年２月28日） 

その他有価証券で時価のあるもの 

（前連結会計年度）（平成17年８月31日現在） 

その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1) 株式 74,655 220,801 146,146 

(2) 債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3) その他 － － － 

合計 74,655 220,801 146,146 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1) 株式 18,240 26,557 8,317 

(2) 債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3) その他 － － － 

合計 18,240 26,557 8,317 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

(1) 株式 74,645 262,281 187,636 

(2) 債券    

国債・地方債等 － － － 

社債 － － － 

その他 － － － 

(3) その他 － － － 

合計 74,645 262,281 187,636 
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③ デリバティブ取引 

ヘッジ会計を適用しておりますので、前中間連結会計期間、当中間連結会計期間および前連結会計年度につきま

しては記載を省略しております。 

④ セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

 前中間連結会計期間（自 平成16年９月１日 至 平成17年２月28日）、当中間連結会計期間（自 平成17

年９月１日 至 平成18年２月28日）及び前連結会計年度（自 平成16年９月１日 至 平成17年８月31日）

において、婦人下着（主として体型補整を目的とする）及び体型補整機能促進のためのボディケア化粧品等の

製造・仕入・販売事業の売上高、営業利益又は営業損失及び資産の金額は、全セグメントの売上高の合計、営

業利益又は営業損失及び全セグメント資産の金額の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を

省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、本邦以外の国又は地域における支

店及び連結子会社がないため該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 

 前中間連結会計期間、当中間連結会計期間及び前連結会計年度において、海外売上高がないため該当事項は

ありません。 
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（１株当たり情報） 

項目 
前中間連結会計期間 

（自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日） 

前連結会計年度 
（自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日） 

１株当たり純資産額    330円46銭       331円60銭     354円79銭 

１株当たり中間(当期)純利

益又は中間純損失(△) 
  32円86銭     △7円81銭      68円24銭 

潜在株式調整後１株当たり

中間(当期)純利益 

────── ────── ────── 

  

 なお、潜在株式調整後１

株当たり中間純利益につい

ては、潜在株式が存在しな

いため記載しておりませ

ん。 

 当社は、平成17年１月20

日付で株式１株につき３株

の株式分割を行っておりま

す。 

 なお、当該株式分割が前

期首に行われたと仮定した

場合の１株当たり情報につ

いては、それぞれ以下のと

おりとなります。 

 なお、潜在株式調整後１株

当たり中間純利益について

は、１株当たり中間純損失

であり、また、潜在株式が

存在しないため記載してお

りません。 

 当社は、平成17年１月20

日付で株式１株につき３株

の株式分割を行っておりま

す。 

 なお、当該株式分割が前

期首に行われたと仮定した

場合の１株当たり情報につ

いては、それぞれ以下のと

おりとなります。 

  

前中間連結
会計期間 

前連結会計
年度 

１株当たり

純資産額 

１株当たり

純資産額 

285.04円 301.07円 

１株当たり

中間純利益 

１株当たり

当期純利益 

13.65円 41.03円 

潜在株式調

整後１株当

たり中間純

利益 

潜在株式調

整後１株当

たり当期純

利益 

──── ──── 

なお、潜在

株式調整後

１株当たり

中間純利益

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。 

なお、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。 

  １株当たり純資産額    

       301円07銭 

１株当たり当期純利益   

               41円03銭 

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益 

                   ― 

 なお、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。 
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 （注） １株当たり中間(当期)純利益又は１株当たり中間純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年２月28日)

当中間連結会計期間 
(自 平成17年９月１日 
至 平成18年２月28日) 

前連結会計年度 
(自 平成16年９月１日 
至 平成17年８月31日) 

中間(当期)純利益又は中間純損失(△)

（千円） 
1,035,321 △245,962 2,150,171 

普通株主に帰属しない金額（千円） － － － 

普通株式に係る中間(当期)純利益又は普

通株式に係る中間純損失(△)（千円） 
1,035,321 △245,962 2,150,171 

期中平均株式数（千株） 31,506 31,506 31,506 
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５．生産、受注及び販売の状況 

１．生産実績 

（注）１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２．その他は主に、ストッキングの金額であります。  

（注） 金額は仕入価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２．受注状況              

 当社グループは、独自の生産システムによるオーダーメード商品（マイモード）の受注生産を行っております。

当中間連結会計期間における受注状況は次のとおりであります。 

（注） 金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

１）生産実績 （単位：千円）

区分 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

金額 百分比 前年同期比 

  ％ ％ 

ファンデーション・ランジェリー     

（ボディスーツ）  2,884,753 21.2 70.2 

（ブラジャー・ガードル等）  10,312,440 75.7 63.9 

その他  427,021 3.1 88.0 

合計 13,624,215 100.0 65.7 

２）仕入実績 （単位：千円）

区分 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

金額 百分比 前年同期比 

  ％ ％ 

ボディケア化粧品・下着用洗剤  220,356 100.0 99.1 

合計 220,356 100.0 99.1 

区分 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

受 注 高 (千円） 前年同期比(％) 受 注 残 (千円） 前年同期比(％) 

マイモード       

(ボディスーツ） 532,186 115.8 44,935 26.6 

(ブラジャー・ガードル) 930,027 34.7 73,901 269.6 

合計 1,462,214 46.5 118,836 60.6 
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３．販売実績  

（注） 金額は、販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

（注）１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２．製品におけるその他は主に、ストッキングの売上高であります。 

３．その他は、連結子会社におけるモールド加工収入及び不動産収入であります。 

１）地域別販売実績 （単位：千円）

地区別 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

金額 百分比 前年同期比 

  ％ ％ 

北海道・東北・信越地区  1,444,897 12.8 77.0 

関東地区  2,960,145 26.2 64.2 

北陸・東海地区  2,387,301 21.1 73.0 

近畿地区  1,642,848 14.5 77.4 

中国・四国地区  186,185 1.6 59.2 

九州・沖縄地区  2,700,636 23.8 68.8 

合計 11,322,015 100.0 70.2 

２）品目別販売実績 （単位：千円）

品目 

当中間連結会計期間 

（自 平成17年９月１日 

至 平成18年２月28日） 

金額 百分比 前年同期比 

製品 

  ％ ％ 

ファンデーション・ランジェリー     

（ボディスーツ）  2,068,150 18.3 79.1 

（ブラジャー・ガードル等）  7,876,600 69.6 65.6 

その他  436,519 3.8 83.6 

小計  10,381,270 91.7 68.6 

商品 ボディケア化粧品・下着用洗剤  921,110 8.1 94.4 

合計 11,302,380 99.8 70.1 

その他 19,635 0.2 278.2 

総合計 11,322,015 100.0 70.2 
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