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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）

当社は前中間連結会計期間より中間期経営成績の開示を行っているため、平成17年２月中間期の対前年中間期増減

率については記載しておりません。

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 3,154 14.0 236 26.0 228 31.4
17年２月中間期 2,766 － 187 － 173 －

17年８月期 6,079 － 482 － 443 －

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 110 △3.1 9,459 82 － －
17年２月中間期 113 － 17,609 44 － －

17年８月期 245 － 30,596 67 － －

（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 11,680株 17年２月中間期 3,236千株 17年８月期 8,023株
③会計処理の方法の変更 無
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であります。
⑤平成17年３月19日付で500株を１株に併合しており、平成17年２月中間期及び平成17年８月期の１株当たり中間
（当期）純利益は、当該株式併合が期首に行われたものとして算出しております。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 3,095 1,885 60.9 161,408 67
17年２月中間期 2,881 1,190 41.3 123,231 69

17年８月期 3,311 1,827 55.2 156,448 84

（注）①期末発行済株式数（連結）　18年２月中間期　11,680株　17年２月中間期　4,830千株　８月度　11,680株
②平成17年３月19日付で500株を１株に併合しており、平成17年２月中間期の１株当たり株主資本は、当該株式併合
が期首に行われたものとして算出しております。

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

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 △253 △63 △88 521
17年２月中間期 94 △250 △119 456

17年８月期 698 △369 △134 926

(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 ３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） 2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 7,000 560 311

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　26,626円71銭
※　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。
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１．企業集団の状況

当社グループは、当中間期（平成18 年2 月）末現在において、当社、株式会社オンリーファクトリー（議決権

比率100％・連結）、株式会社オンリートレンタ（議決権比率100%・連結）及び株式会社オンリーコントラクト（議決

権比率100％・連結）により構成されております。

　主たる事業は、紳士服及び関連商品のSPAとして衣料品の企画・生産（外部委託）・販売であり、主な取扱品目は、

スーツ及びシャツ・ネクタイであります。スーツについてはプレタポルテ（既製服）に加えて、オーダースーツの販

売を行っております。　

直営店舗につきまして、「インヘイル・エクスヘイル」ではオーダースーツの販売を行っており、「ザ・スーパー

スーツストア」ではプレタポルテの販売及び一部店舗においてオーダースーツの販売も行っております。また、当連

結会計年度より、新業態として、ミラノ（イタリア）のBOGGIブランドのインポート商品で構成する単一ブランドショッ

プ「BOGGI MILANO」の第１号店を日本橋（東京都中央区）に出店しております。

各子会社につきましては、株式会社オンリートレンタは、アウトレット販売の「スーツ・アンド・スーツ」の店舗

を運営しており、株式会社オンリーコントラクトは、テーラーメイド（注）・コントラクト事業として、移動販売車

「テーラーメイドカー」等を用いたオーダースーツの無店舗販売を 行っております。また、株式会社オンリーファク

トリーは、「テーラーメイド by KOICHI NAKANISHI」ブランドのオーダースーツの製造及びプレタポルテスーツの生

産委託工場の技術指導を行っております。

 

（注）テーラーメイドとは、当社におけるパターンオーダースーツのことを指しております。

 

以上で述べた事項を事業系統図によって示すと、次のとおりであります。 
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当社グループの商品の販売を担当している業態及びその店舗は、次のとおりとなります。 

(１) ザ・スーパースーツストア

「低価格・高感度・高品質のビジネスウェアを提供する」というコンセプトのもと主要品目（スーツ・シャ

ツ・ネクタイ）の販売価格をツープライスの均一価格に設定するとともに、身長別の商品陳列を導入するなど効

率的な運営を目指しております。全国に直営店を40店舗（平成18年２月28日）展開しており、プレタポルテ商品

に加えてオーダースーツ・オーダーシャツの販売も行っております。

中心顧客につきましては、25歳から35歳のビジネスマン・ビジネスウーマンをターゲットとしております。

(２) インヘイル・エクスヘイル

「気に入るものを探すのではなく、気に入るものを選んでつくるテーラーメイドという買い方」のコンセプト

のもと約150柄の素材、３種類のジャケットスタイル、19項目に及ぶ裏地やポケットデザイン等の選択によるオー

ダースーツの販売を行っており、オーダーメイド服で時間のかかる採寸をモデルゲージ服（サイズ合わせ服）の

活用によりパターン化し、採寸時間を大幅に短縮することで顧客満足度の向上を図っております。

　京都、大阪、東京にオーダースーツの専門店として７店舗（平成18年２月28現在）を展開しており、また、主

要品目はオーダースーツであり、その他イタリアの協力工場で委託生産させたシャツ・ネクタイを展開しており

ます。

　中心顧客につきましては、30歳から40歳のビジネスエリートをターゲットとしております。

(３) スーツ・アンド・スーツ

当社の「ザ・スーパースーツストア」及び「インヘイル・エクスヘイル」の店舗で在庫として２年経過した商

品を中心に、東京、千葉、滋賀、兵庫、大分の５地区の直営店７店舗（平成18年２月28日現在）において販売し

ております。

　中心顧客につきましては、幅広い年齢層のビジネスマンをターゲットといたしております。

(４) ボッジ・ミラノ

ミラノを中心にイタリアで30店舗を展開する「BOGGI MILANO」ブランドのスーツやシャツ、ネクタイ等をイタ

リアからインポートしてお客様に提供する「BOGGI MILANO」を平成17年９月、東京・日本橋に開店し、営業して

おります。

２．経営方針
(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、社員だけでは

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を表しており、「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ということを表しており、「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、購入しやすい店作りを行うということを表しております。

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」、「行動理念」を徹底し、顧客満足度で世界一のスーツ屋になることを目指しております。

(2）会社の利益配分に関する基本方針

当社グループは、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、配当につきましても安定的な配当の継

続を業績に応じて実施していくことを基本方針としております。　

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

当社グループは、株式の流動性確保のための個人投資家層の拡大に積極的に取り組む方針であります。そのため、

業績向上や財政状態に応じて株式分割の実施を検討するなど、投資単位を適正な水準とするための検討を積極的に行っ

てまいります。　

(4）目標とする経営指標

当社グループは利益ならびに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重視

し経営に取り組んでまいります。　
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(5）中長期的な会社の経営戦略

当社グループの中長期的な経営戦略につきましては、年間スーツ販売数量100万着を目指して「お客様にとって一番

便利な店になる」ことを目標としております。

紳士服市場におきましては、平成19年頃から所謂「団塊の世代」の方々がビジネスの第一線から徐々に退かれること

に伴って市場規模の縮小が予想されますが、当社グループの顧客層は20～30歳代の若年層が約８割を占めていること

から、この影響は軽微であると考えております。

一方、当社グループの顧客が希薄である40歳代以上の男性や女性顧客の獲得に向けて「入りやすく買いやすい店」を

目指し、新規店舗及び既存店舗のデザインならびにレイアウトの変更を実施すると共に、ビジネスマン（ビジネスウー

マン）が「便利で買い物をしやすい」立地への新規出店を推進することで、これまで以上に幅広い年齢層の顧客獲得

を図ってまいります。また、前年４月から女性用オーダースーツの販売を開始しておりますが、男性用と同様に主力

商品に育てるべく積極的な展開を行ってまいります。

(6）会社の対処すべき課題

① 現状の認識について

現状につきましては、個人消費は回復基調にあるものの、紳士服業界においては価格・嗜好性・品質に対する顧

客ニーズは多様化する一方、少子高齢化や団塊世代のリタイア等による需要の減少が見込まれており、企業間競争

は激化しております。

　このような状況の下、当社グループは、既存事業の継続的な成長、新規事業の立ち上げ等により、収益力の向上

を図ってまいります。

② 当面の対処すべき課題　

当社グループが対処すべき当面の課題といたしましては、以下のようなことがあげられます。

　　イ．既存事業の拡大

　　ロ．新規事業の立ち上げ　

③ 対処方針及び具体的な取組状況

当社グループは、上記に記載した対処すべき課題について「国内基準ではなく世界基準での最高の商品とストア」

を目指して各機能のクオリティアップを図り、企業価値の最大化に取り組んでまいります。

イ．既存事業の拡大につきましては、対象顧客層の厚い首都圏都心部や大都市部を重点出店地域として今後

毎期継続的に約10店舗の出店を推進すると同時に、既存店舗の売場変更や改装も積極的に実施いたします。

ロ．新規事業として、前連結会計年度よりテーラーメイド・コントラクト事業として、移動販売車「テーラーメ

イドカー」等を用いた無店舗販売を開始し、新しい100%子会社株式会社オンリーコントラクトに引き継いでお

り、またミラノ（イタリア）のBOGGIブランドのインポート商品で構成する単一ブランドショップ「BOGGI 

MILANO」を東京・日本橋に開店しました。

　これらの新規事業については、顧客拡大や認知度向上のための販売促進を積極的に行い、収益安定化及

び規模拡大化を図ってまいります。　

(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

当社は株主の皆様より提供された資本を安全に正しくかつ有効に活用し、公正な収益から生まれる利益を「株主

の皆様」「お客様」「従業員」へ適正配分するために、企業理念に掲げる「仲間」「正直」「シンプル」な経営を

目指しております。その実践のため、内部牽制が有効に働く組織の構築、監査及び適時開示体制の充実等を重要な

経営課題と考えております。

② コーポレート・ガバナンスの体制及び具体的な取組状況

イ．会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織

当社は、取締役の体制につきましては経営の透明性を高めることを目的に社外取締役を２名配置しており、監

査役の体制につきましては常勤監査役１名及び社外監査役３名の計４名によっております。

　商法上の機関である取締役会は、毎月１回の定例開催及びその他必要に応じて臨時に開催しており、経営の方

針、法令及び取締役会規程に定める重要事項の決議とともに業績進捗等の業務報告を適時行っております。４名

の監査役は全員が同会へ出席し、決議及び取締役の報告・審議内容について法令並びに監査役会規程に照らして

各自が広範な視野から適法性監査を実施しております。　 また、取締役にチームリーダーを加えた構成により経

営戦略会議を隔週開催しております。

  さらに平成18年4月1日付で執行役員体制を導入し、経営と業務執行を分離、コーポレートガバナンスを強化す

るとともに、経営環境の変化に迅速に対応する体制を整えております。
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ロ．その他のコーポレート・ガバナンス体制

組織の内部牽制の有効性のチェックを目的として、社長直轄の内部監査室を設置しております。同室が策定す

る計画に基づき、同室及び社長が他部署より指名する複数の監査人によって内部監査を実施しております。

　また、会計監査人である監査法人トーマツと証券取引法に基づく監査について監査契約を締結し、財務諸表に

関して同監査法人の監査を受けております。

その他、弁護士１名、税理士１名及び社会保険労務士１名と顧問契約を締結して、経営判断に必要な法令面での

助言と指導を受けております。

＜当社のコーポレート・ガバナンス体制＞
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(8）会社と会社の社外取締役及び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

　社外取締役である菱田哲也氏は、平成18年２月28日現在で発行済株式総数の２.２％を保有する株主であります。そ

の他は、人的関係、資本関係または取引関係等の利害関係はありません。

(9）関連当事者（親会社等）との関係に関する基本方針

　当社は親会社を有しておりません。また、関連当事者取引は実施しない方針でありますが、やむを得ず実施する場

合には、一般的な取引条件に基づき、第三者と取引を行う場合と同様の条件とすることとしております。

(9）その他、会社の経営上の重要な事項

　該当事項はありません。

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日本経済は、企業部門においては、設備投資や輸出が好調に経済を引っ張り、生産活

動も上向きに転じてきたほか、家計部門においても雇用環境の改善、個人消費の回復などが見られ、総じて景気はゆ

るやかに回復軌道を辿ってきました。

　紳士服市場におきましては、引き続き団塊世代のスーツ買い控えの傾向が続き、また９月、１０月は残暑の影響で

秋冬物商戦は厳しいスタートを強いられましたが、年末から年初にかけて大雪や低温が続いた結果、冬物スーツやコー

トなどの防寒衣料が活発に動きました。一方で、激しい企業間競争と、消費者の価格、嗜好性、品質についての選択
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消費の傾向が強まる中で、厳しい経営環境が続いています。

　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、顧客満足の最大

化を目指して、以下の通り取り組んでまいりました。

 

［生産面］

　「テーラーメイド by KOICHI NAKANISHI」ブランドのオーダースーツの製造を行う（株）オンリーファクトリー

におきましては、販売店舗と直結した合理的な生産システムを生かし、お客様のニーズにあった製品の生産と効率化

を図りました。またプレタポルテ（既製服）につきましては、主に中国にある生産委託先への生産技術指導等を行う

ことによって、製品の品質の向上に取り組んでまいりました。

 

［商品面］　

 　オーダースーツにつきましては、昨期からスタートした婦人用オーダースーツの販売が好調な一方で、展開店舗

数の拡大、オーダーシャツなどの商品面の充実化を図りました。

　　またプレタポルテにおきましても、シューズ、ベルト、コートなどのビジネス関連アイテムが好評で、客単価売

上増加の要因となっています。

 

［販売店舗］

　販売店舗の状況につきましては、主力の「ザ・スーパースーツストア」を大阪、名古屋に４店舗出店した一方、１

店舗を閉鎖しました。また「スーツアンドスーツ」は１店舗閉鎖しました。さらに９月にはイタリアから直輸入のブ

ランド「ボッジ・ミラノ」のスーツ、ネクタイ等を販売する店舗を東京・日本橋に出店しました。

一方１２月から「スーツアンドスーツ」７店舗については、新設の１００％子会社「株式会社オンリートレンタ」に、

さらに昨年スタートした無店舗販売のテーラーメイド・コントラクト事業も新設の子会社「株式会社オンリーコント

ラクト」に移管しました。

 

以上の結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高31億54百万円、営業利益２億36百万円、経常利益２億28百万円、

中間純利益１億10百万円となりました。

(2）財政状態

　　　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により２億53百万円、投

資活動により63百万円、財務活動により88百万円それぞれ使用しました。その結果、当中間連結会計期間末の資金残高

は５億21百万円となり、期首に比べ４億５百万円減少しております。

 

　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、使用した資金は２億53百万円となりました。これは税金等調整前中間純利益が２億17百万円

となったものの、法人税等の支払額が２億７百万円、たな卸資産が１億50百万円、売上債権が60百万円増加したこ

となどによるものです。

　（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63百万円となりました。これは、固定資産の取得79百万円、差入保証金の支

払い68百万円等によるものですが、定期預金の払い戻し74百万円、差入保証金の回収14百万円により、その一部が

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、使用した資金は88百万円となりました。これは長期借入金の返済62百万円、社債の償還73百

万円、配当金の支払い52百万円によるものですが、短期借入金の増加１億円によってその一部が相殺されております。
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　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年８月期 平成18年８月期

期末 中間

株主資本比率（％） 55.2 60.9

時価ベースの株主資本比率（％） 140.4 155.1

債務償還年数（年） 0.8 －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） 45.7 －

株主資本比率：株主資本／総資産　

時価ベースの株主資本比率：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　

※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。　

※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。　

※営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計算されている「営業活動によるキャッシュ・

フロー」及び「利息の支払額」を用いております。　

 

※平成18年８月期中間につきましては、営業活動によるキャッシュフローがアウト・フローでしたので、債務償還年数、

インタレスト・カバレッジ・レシオの記載を省略しております。

(3)事業等のリスク情報

　　①事業内容について

　　　イ．需要見込みの変動リスクについて

　　　　　　当社グループの商品仕入計画の実行時期については、お客様の商品への需要動向及び商品在庫状況等を

　　　　　把握した上で、概ね６ヶ月前に商品企画及び仕入・生産委託計画の実行を行っております。そのため当社

　　　　　グループにおいては、常に仕入・販売・在庫計画の実需予測に基づく計画とその実績の乖離要因の把握に

　　　　　努め、精度向上に努めておりますが、お客様のニーズに合った商品を提供できなかったこと等の要因によ

　　　　　りお客様の需要との乖離が顕著に発生した場合には、結果として製品や商品在庫の陳腐化等により当社グ

　　　　　ループの財政状態及び経営に影響を及ぼす恐れがあります。

　　　ロ．店舗展開について

　　　　　　当社グループは当中間連結会計期間末（平成18年2月28日）現在55店舗を運営しております。現在は集客

　　　　　力のある商業施設及び都心部路面店への出店が中心になっておりますが、今後は都心部路面店への出店に

　　　　　注力していく計画です。ただし、路面店物件で当社の出店条件に合致した物件がない場合、法的規制等に

　　　　　より計画通りに出店できない場合、ならびに既存店舗立地環境の変化等により収益性が低下して退店が必

　　　　　要となった場合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす恐れがあります。

　　②財政状態・経営成績等について

　　　仕入原価の変動について

　　　　　　当社グループの商品仕入については、直接及び間接の輸入による場合が大きく、その主な輸入先は中国

　　　　　及びイタリアとなっております。直接輸入取引についてはほとんど米ドル建で、間接輸入取引については

　　　　　すべて円建で行っており、米ドル建の場合は当社グループにおいて発注の都度為替予約を行い、為替相場

　　　　　変動の影響の軽減に努めております。しかし中長期的には、外国通貨の為替レートに変化が発生した場合

　　　　　には仕入原価が変動し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす恐れがあります。

　　③特有の法的規制等について

　　　個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）の影響について

　　　　　　当社グループはカード会員組織「オンリークラブカード」の運営に加えて、オーダースーツの注文の都

　　　　　度、お客様の個人情報の記載された注文書を入手しているため、多くの個人情報を保有しております。こ

　　　　　れらの情報の取扱については、情報管理者を選任し、個人情報保護方針等を公表し、その運営のための管

　　　　　理体制を整える等、個人情報の外部遺漏に関しては細心の注意を払っております。

　　　　　　しかしながら、万一外部遺漏事件が発生した場合は、社会的信用問題及び賠償問題などにより、当社グ

　　　　　ループの財政状態及び経営成績に影響を与える恐れがあります。
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(4)通期の見通し

　　　　　　通期の経済見通しといたしましては、不安定な中東情勢や需給逼迫などによる原油価格の動向、米国や

　　　　　欧州の追加利上げによる国内金利への影響など、企業活動の今後の先行きについては依然不透明な面があ

　　　　　ります。

　　　　　　当社グループが属する紳士服業界におきましても、近い将来、団塊世代が第一線からリタイアする際に

　　　　　起こってくる市場の再編や、消費者の価格・嗜好性・品質についての選択消費の傾向がますます強まる中

　　　　　で、厳しい経営環境が続くと予想されます。

　　　　　　このような状況のもと、当社グループは、「スーツを買おうと思ったときに、一番に思い浮かぶ店」を

　　　　　目指し、顧客に支持される品質、価格、品揃え、店作り及びサービスを追求していき、継続的な増収増益

　　　　　を実現するべく取り組んでまいります。

 

　　　　［生産面］

　　　　　　プレタポルテのスーツ及びシャツにつきましては、引き続き中国生産委託工場との連携を深め、原価低

　　　　　減及び品質向上に取り組んでまいります。またテーラーメイドにつきましては、今後は特に紳士・婦人向

　　　　　けオーダーシャツの生産体制を確立し、多店舗展開を図ってまいります。

 

　　　　［商品面］

　　　　　　特に「ザ・スーパースーツストア」におけるシューズやネクタイ、ベルトなどビジネス関連アイテム

　　　　　を充実させ、アイテムショップとしての確立を図ります。また前連結会計期間から開始した婦人向けオー

　　　　　ダースーツや、平成17年９月より販売を開始したオーダーシャツ等の新規商品の拡販を図り、新規顧客の

　　　　　獲得を図ります。

 

　　　　［販売店舗］

　　　　　　「ザ・スーパースーツストア」及び「インヘイル・エクスヘイル」の２ショップブランドについては、

　　　　　引き続き、都心部への出店を継続していく一方で、既存店舗の改装も順次実施してまいります。また、　　

　　　　　「スーツ・アンド・スーツ」もスクラップアンドビルドをしながら、店舗展開を進めてまいります。
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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 ※１  517,590   521,119   1,001,395  

２．売掛金   204,517   257,283   197,117  

３．たな卸資産   1,106,997   1,167,451   1,017,254  

４．繰延税金資産   102,294   49,041   108,102  

５．その他   7,083   25,588   1,790  

流動資産合計   1,938,484 67.3  2,020,484 65.3  2,325,660 70.2

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産           

１．建物及び構
築物

 266,062   407,639   296,672   

減価償却累
計額

 50,648 215,414  107,605 300,033  75,658 221,013  

２．車両運搬具  －   1,100   1,100   

減価償却累
計額

 － －  582 517  313 786  

３．器具及び備
品

 24,203   23,701   22,989   

減価償却累
計額

 10,874 13,329  14,171 9,529  12,294 10,694  

４．建設仮勘定   －   －   33,390  

有形固定資産
合計

  228,744 7.9  310,080 10.0  265,884 8.0

(2）無形固定資産   5,264 0.2  5,519 0.2  5,428 0.2

(3）投資その他の
資産

          

１．繰延税金資
産

  57,775   64,256   61,755  

２．差入保証金   612,599   658,728   617,670  

３．その他   38,820   39,544   37,739  

貸倒引当金   △3,095   △3,085   △3,085  

投資その他の
資産合計

  706,100 24.5  758,443 24.5  714,079 21.6

固定資産合計   940,108 32.6  1,075,043 34.7  985,393 29.8

Ⅲ　繰延資産   2,983 0.1  －   －  

資産合計   2,881,576 100.0  3,095,527 100.0  3,311,053 100.0
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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．買掛金   138,620   223,368   239,802  

２．短期借入金   205,000   100,000   －  

３．１年以内返済
予定長期借入
金

  230,200   106,851   125,996  

４．１年以内償還
予定社債

  146,000   110,000   158,000  

５．ポイント引当
金

  22,627   43,176   40,456  

６．その他   348,718   285,033   514,868  

流動負債合計   1,091,166 37.9  868,428 28.1  1,079,122 32.6

Ⅱ　固定負債           

１．社債   260,000   150,000   175,000  

２．長期借入金   197,101   35,000   78,853  

３．退職給付引当
金

  10,134   14,438   12,454  

４．役員退職慰労
引当金

  132,756   142,407   138,301  

固定負債合計   599,991 20.8  341,846 11.0  404,608 12.2

負債合計   1,691,158 58.7  1,210,274 39.1  1,483,731 44.8

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   502,250 17.4  693,750 22.4  693,750 21.0

Ⅱ　資本剰余金   486,499 16.9  800,400 25.9  800,400 24.2

Ⅲ　利益剰余金   201,669 7.0  391,103 12.6  333,172 10.0

資本合計   1,190,418 41.3  1,885,253 60.9  1,827,322 55.2

負債資本合計   2,881,576 100.0  3,095,527 100.0  3,311,053 100.0
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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   2,766,686 100.0  3,154,180 100.0  6,079,553 100.0

Ⅱ　売上原価   1,162,566 42.0  1,302,454 41.3  2,545,793 41.9

売上総利益   1,604,119 58.0  1,851,725 58.7  3,533,759 58.1

Ⅲ　販売費及び一般
管理費

※１  1,416,120 51.2  1,614,930 51.2  3,051,505 50.2

営業利益   187,999 6.8  236,795 7.5  482,253 7.9

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息・受
取配当金

 27   248   60   

２．為替差益  344   －   155   

３．その他  95 467 0.0 299 548 0.0 5,288 5,504 0.1

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  9,196   3,773   14,222   

２．社債発行費償
却

 2,983   －   5,966   

３．為替差損  －   3,335   －   

４．その他  2,679 14,859 0.5 2,172 9,281 0.3 23,857 44,046 0.7

経常利益   173,607 6.3  228,062 7.2  443,711 7.3

Ⅵ　特別損失           

１．固定資産除却
損

 －   559   3,209   

２．店舗解約損  －   10,000   1,300   

３．リース契約解
約損

 － － － － 10,559 0.3 4,382 8,892 0.1

税金等調整前
中間（当期）
純利益

  173,607 6.3  217,502 6.9  434,819 7.2

法人税、住民
税及び事業税

 80,380   50,450   219,877   

法人税等調整
額

 △20,759 59,621 2.2 56,561 107,011 3.4 △30,547 189,330 3.2

中間（当期）
純利益

  113,985 4.1  110,490 3.5  245,489 4.0
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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   426,510  800,400  426,510

Ⅱ　資本剰余金増加高        

増資による新株式の
発行

 59,989 59,989 － － 373,890 373,890

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  486,499  800,400  800,400

        

（利益剰余金の部）        

Ⅰ　利益剰余金期首残高   112,811  333,172  112,811

Ⅱ　利益剰余金増加高        

中間（当期）純利益  113,985 113,985 110,490 110,490 245,489 245,489

Ⅲ　利益剰余金減少高        

配当金  19,520  52,560  19,520  

新規連結に伴う減少
高

 5,608 25,128 － 52,560 5,608 25,128

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  201,669  391,103  333,172
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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

 173,607 217,502 434,819

減価償却費  21,877 37,012 52,308

ポイント引当金の増
加額

 3,129 2,719 20,958

退職給付引当金の増
加額

 774 1,984 3,094

役員退職慰労引当金
の増加額

 2,073 4,106 7,618

受取利息及び受取配
当金

 △27 △248 △262

支払利息  9,196 4,334 15,714

為替差損  5 316 －

為替差益  － － △262

社債発行費償却  2,983 － 5,966

新株発行費  － － 19,446

有形固定資産除却損  － 559 3,209

店舗解約損  － 10,000 1,300

売上債権の増加額  △38,087 △60,166 △30,686

たな卸資産の増減額  △57,249 △150,196 32,493

仕入債務の増減額  △12,346 △16,434 88,835

前受金の増減額  3,251 △14,993 8,289

その他  18,299 △78,211 86,575

小計  127,487 △41,715 749,620

利息及び配当金の受
取額

 26 262 38

利息の支払額  △9,161 △4,398 △15,284

法人税等の支払額  △24,099 △207,718 △36,253

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 94,253 △253,570 698,120
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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）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

    

定期預金の増減額  △61,529 74,529 △74,529

固定資産の取得によ
る支出

 △102,272 △79,207 △201,677

差入保証金の支払に
よる支出

 △156,211 △68,920 △179,301

差入保証金の回収に
よる収入

 74,942 14,682 92,862

その他  △5,446 △4,385 △6,703

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △250,518 △63,301 △369,350

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の増減額  5,000 100,000 △200,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △151,761 △62,998 △374,213

社債の償還による支
出

 △73,000 △73,000 △146,000

株式の発行による収
入

 119,500 － 605,453

配当金の支払額  △19,520 △52,560 △19,520

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 △119,781 △88,558 △134,279

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 △5 △316 262

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額

 △276,051 △405,746 194,753

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 723,632 926,865 723,632

Ⅶ　新規連結子会社の現金
及び現金同等物の期首
残高

 8,480 － 8,480

Ⅷ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

※ 456,060 521,119 926,865
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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

 

(1）連結子会社の数　　　　１社

連結子会社名

㈱オンリーファクトリー

なお、㈱オンリーファクト

リーについては、重要性が増

加したことから、当中間連結

会計期間から連結子会社とし

ております。

(1）連結子会社の数　　　　３社

連結子会社名

㈱オンリーファクトリー

㈱オンリートレンタ

㈱オンリーコントラクト

なお、㈱オンリートレンタ及

び㈱オンリーコントラクトは、

当中間連結会計期間において

新たに設立したことにより、

当中間連結会計期間より連結

の範囲に含めております。

(1）連結子会社の数　　　　１社

連結子会社名

㈱オンリーファクトリー

なお、㈱オンリーファクト

リーについては、重要性が増

加したことから、当連結会計

期間から連結子会社としてお

ります。

 

 

(2）非連結子会社

　該当する会社はありません。

(2）非連結子会社

　同左

(2）非連結子会社

　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 　連結子会社の事業年度の末日は、

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

 

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　デリバティブ

時価法

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　デリバティブ

同左

(1）重要な資産の評価基準及び評価

方法

①　デリバティブ

 　　 同左

 ②　たな卸資産

商品

移動平均法による原価法

製品

総平均法による原価法

材料

移動平均法による原価法

仕掛品

総平均法による原価法

②　たな卸資産

商品

同左

製品

同左

材料

同左

仕掛品

同左

②　たな卸資産

商品

同左

製品

 同左

材料

 同左

仕掛品

 同左

 

 

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　定率法によっております。

　なお、主な耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　10～15年

器具備品　３～８年

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

　同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

 　 同左

 ②　無形固定資産

　定額法を採用しております。

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）によっており

ます。

②　無形固定資産

　同左

②　無形固定資産

 　 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）

 

 

(3）重要な引当金の計上基準

①　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回収

可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

　同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

 　 同左

 ②　ポイント引当金

　「オンリークラブカード」制

度に基づき、購入金額に応じて

顧客へ付与したポイントの将来

の利用に備えるため、直近の使

用実績率により将来使用すると

見込まれる額を計上しておりま

す。

②　ポイント引当金

　当社は、「オンリークラブ

カード」制度に基づき、購入金

額に応じて顧客へ付与したポイ

ントの将来の利用に備えるため、

直近の使用実績率により将来使

用すると見込まれる額を計上し

ております。

②　ポイント引当金

 「オンリークラブカード」制度

に基づき、購入金額に応じて顧客

へ付与したポイントの将来の利用

に備えるため、直近の使用実績率

により将来使用すると見込まれる

額を計上しております。

 ③　退職給付引当金

　当社は、従業員の退職給付に

備えるため、期末における退職

給付債務見込額（簡便法）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。

③　退職給付引当金

　同左

③　退職給付引当金

　当社は、従業員の退職給付

に備えるため、期末における

退職給付債務見込額（簡便

法）に基づき必要額を計上し

ております。

 ④　役員退職慰労引当金

　当社は、役員の退職慰労金の

支出に備えるため、内規に基づ

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。

④　役員退職慰労引当金

　同左

④　役員退職慰労引当金

　当社は、役員の退職慰労金

の支出に備えるため、内規に

基づく期末要支給額を計上し

ております。

 (4）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。

(4）重要なリース取引の処理方法

　同左

(4）重要なリース取引の処理方法

 　 同左

 

 

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　金利スワップについては、特

例処理の要件を満たしておりま

すので、特例処理を採用してお

ります。また、為替予約が付さ

れている外貨建金銭債務につい

ては、振当処理を行っておりま

す。

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　同左

(5）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

　　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）

 ②　ヘッジ手段とヘッジ対象

(ヘッジ手段)　(ヘッジ対象)

金利スワップ　借入金の利息

為替予約　　　外貨建金銭債務

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

　　同左 

 ③　ヘッジ方針

　金利及び為替等の相場変動に

伴うリスクの軽減を目的に金利

及び通貨に係るデリバティブ取

引を行っております。

③　ヘッジ方針

　同左

③　ヘッジ方針

 　 同左

 ④　ヘッジ有効性評価の方法

・金利スワップの特例処理の要

件を満たしているので中間決

算日における有効性の評価を

省略しております。

・為替予約の締結時に、リスク

管理方針に従って為替予約を

振当てており、その後の為替

相場の変動による相関関係は

完全に確保されているので中

間決算日における有効性の評

価を省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

　同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

 ・金利スワップの特例処理の

要件を満たしているので決算

日における有効性の評価を省

略しております。

・為替予約の締結時に、リスク

管理方針に従って為替予約を

振当てており、その後の為替

相場の変動による相関関係は

完全に確保されているので決

算日における有効性の評価を

省略しております。

 

 

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(6）その他中間連結財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

　同左

(6）その他連結財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項

消費税等の会計処理

  同左

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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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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）

 

                     ──────

 

（固定資産の減損に係る会計基準）

　当中間連結会計期間より、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」（企業会計基準適用指

針第６号　平成15年10月31日）を適用しております。これ

による損益に与える影響はありません。
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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）

前連結会計年度末
（平成17年８月31日）

※１．担保資産及び担保付債務

　担保に供している資産は次のとおりで

あります。

───── ─────

定期預金 20,000千円

計 20,000千円

　担保付債務は次のとおりであります。

短期借入金 100,000千円

１年以内返済予定

長期借入金
15,996千円

長期借入金 9,351千円

計 125,347千円

（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の主要な費目及

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の主要な費目及

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の主要な費目及

び金額は次のとおりであります。

役員報酬 28,440千円

給与・賞与 332,448千円

役員退職慰労引当金

繰入額
4,365千円

地代家賃 500,999千円

賃借料 124,251千円

減価償却費 21,841千円

役員報酬 42,350千円

給与・賞与 389,918千円

役員退職慰労引当金

繰入額
4,589千円

地代家賃 563,113千円

賃借料 77,186千円

減価償却費 36,965千円

役員報酬 61,500千円

給与・賞与 729,773千円

退職給付費用 6,310千円

役員退職慰労引当金

繰入額
9,910千円

地代家賃 1,061,162千円

賃借料 227,328千円

減価償却費 52,217千円

（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

※　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の

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の

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の金額との

関係

現金及び預金勘定 517,590千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△61,529千円

現金及び現金同等物 456,060千円

現金及び預金勘定 521,119千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
－

現金及び現金同等物 521,119千円

現金及び預金勘定 1,001,395千円

預入期間が３ヶ月を超え

る定期預金
△74,529千円

現金及び現金同等物 926,865千円
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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）

１．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）

車両運搬具 3,460 519 2,941

器具及び備品 660,823 396,241 264,581

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

44,328 18,153 26,174

合計 708,611 414,914 293,696

 

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）

車両運搬具 5,202 1,820 3,881

器具及び備品 434,471 164,005 270,466

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

59,682 27,795 31,886

合計 499,357 193,622 305,735

 

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）

車両運搬具 3,460 865 2,595

器具及び備品 488,325 249,386 238,939

無形固定資産
（ソフトウェ
ア）

44,328 23,921 20,406

合計 536,113 274,172 261,940

(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 134,232千円

１年超 162,379千円

合計 296,612千円

１年内 120,487千円

１年超 190,368千円

合計 310,855千円

１年内 105,038千円

１年超 162,824千円

合計 267,862千円

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び

支払利息相当額

支払リース料 117,806千円

減価償却費相当額 110,382千円

支払利息相当額 5,309千円

支払リース料 67,275千円

減価償却費相当額 63,270千円

支払利息相当額 4,260千円

支払リース料 208,088千円

減価償却費相当額 195,031千円

支払利息相当額 9,588千円

(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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

　リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各期

への配分方法については利息法によって

おります。

(5）利息相当額の算定方法

同左

(5）利息相当額の算定方法

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）

　当社グループは有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。

当中間連結会計期間末（平成18年２月28日）

　当社グループは有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。

前連結会計年度末（平成17年８月31日）

　当社グループは有価証券を保有しておりませんので、該当事項はありません。

③　デリバティブ取引

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）

　当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しておりますので、該当事項はありません。

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）

　当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しておりますので、該当事項はありません。

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）

　当社グループのデリバティブ取引には、ヘッジ会計を適用しておりますので、該当事項はありません。

－ 21 －



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。

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）

　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。

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）

　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。

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

　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。

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）

　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。

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）

　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。

ｃ．海外売上高

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）

　海外売上高がないため、該当事項はありません。

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）

　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。

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）

　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）

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 246.46円

１株当たり中間純利益

金額
35.21円

１株当たり純資産額 161,408.67円

１株当たり中間純利益

金額
9,459.82円

１株当たり純資産額 156,448.84円

１株当たり当期純利益

金額
30,596.67円

　なお、潜在株式調整後１株当たり中

間純利益金額については、新株引受権

の残高がありますが、当社株式は非上

場のため、期中平均株価が把握できま

せんので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、潜在株主が

ないため記載しておりません。

なお、潜在株主調整後１株当たり当期

純利益金額については、期中平均株価

が算定できない上場前に新株引受権の

残高がなくなったため、記載しており

ません。

　（注）　１株当たり中間（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（千円） 113,985 110,490 245,489

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

（うち利益処分による役員賞与金） (－) (－) (－)

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円）
113,985 110,490 245,489

期中平均株式数（株） 3,236,666 11,680 8,023

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

　第１回無担保社債

（新株引受権付）に付

された新株引受権（新

株引受権の残高500千

円）であります。

 

　なお、当該社債は償

還済であります。

───────  ───────
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（重要な後発事象）

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．株式併合

　平成17年２月16日開催の臨時株主

総会の決議に基づき、平成17年３

月19日付をもって、将来の発行済株

式総数の適正化を目的として普通株

式500株を１株とする株式併合を行っ

ております。

───────  ───────

１．併合により減少する株式数

普通株式　　4,820,340株

 

２．併合方法

平成17年３月19日付をもって

500株を１株に併合しておりま

す。

 

  

 なお、当該株式併合が当期首に行

われたと仮定した場合の当中間連結

会計期間における１株当たり情報は、

以下のとおりとなります。

 

当中間連結会計期間

１株当たり純資産

　　　　　　　　　　123,231.69円

１株当たり中間純利益金額

　　　　　    　 　  17,609.44円

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額  　　　　　　－円
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５．生産、受注及び販売の状況
 (１) 生産実績  

品目別

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） 

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）  

スーツ・シャツ 314 100.0 285 100.0

合計 314 100.0 285 100.0

　（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 (２) 商品仕入実績  

品目別
 

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） 

 金額（百万円） 構成比（％）  金額（百万円） 構成比（％）  

スーツ 269 44.5 435 51.4

シャツ・ネクタイ 226 37.4 187 22.1

その他 109 18.1 224 26.5

合計 606 100.0 846 100.0

　（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。

 (３) 材料仕入実績  

品目別
 

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） 

 金額（百万円） 構成比（％）  金額（百万円） 構成比（％）  

 スーツ生地 238 92.6 126 55.0

 シャツ生地 － － 93 40.6

 その他 19 7.4 10 4.4

合計 257 100.0 229 100.0

　（注）上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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 (４) 販売実績  

 
 

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） 

 金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円）  構成比（％）

スーツ 1,779 64.3 1,992 63.0

シャツ・ネクタイ 624 22.6 673 21.3

その他（修理代収入含む） 362 13.1 498 15.7

合計 2,766 100.0 3,163 100.0

　（注）１．上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２．上記の販売実績のうち、スーツのプレタポルテ及びオーダースーツ別の売上高は次のとおりであります。

 

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）

金額（百万円） 構成比（％） 金額（百万円） 構成比（％）

プレタポルテ 1,434 80.6 1,567 78.7

オーダースーツ（メンズ） 345 19.4 327 16.4

オーダースーツ（レディース） － － 97 4.9

合計 1,779 100.0 1,991 100.0
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