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１．平成18年８月期の連結業績（平成17年９月１日～平成18年８月31日）

(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８月期 6,606 8.7 649 34.6 636 43.4
17年８月期 6,079 － 482 － 443 －

当期純利益
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

株主資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
経常利益率

百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年８月期 320 30.6 27,452 70 － － 16.3 18.2 9.6
17年８月期 245 － 30,596 67 － － 17.5 14.5 7.3

（注）①持分法投資損益 18年８月期 －百万円 17年８月期 －百万円
②期中平均株式数（連結） 18年８月期 11,680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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前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８月期の１株当たり当期純利益は、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 純資産 株主資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年８月期 3,668 2,095 57.1 179,401 55
17年８月期 3,311 1,827 55.2 156,448 84

（注）期末発行済株式数（連結） 18年８月期      11,680 株 17年８月期 11,680株

(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８月期 △171 △276 163 642
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19年８月期の連結業績予想（平成18年９月１日～平成19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

中間期 3,600 330 170
通　期 7,500 800 420

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　8,989円73銭

（注）平成18年９月１日付で１株を４株に分割しており、平成19年度８月期の１株当たり当期純利益は、当該株式分割後

　　　の発行済株式数で算出しております。

※　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、当社と子会社３社で構成され、紳士服及び関連商品のS.P.A.（製造小売）として衣料品の企画、

生産（外部委託）ならびに販売を主たる事業としております。主な取扱品目は、スーツ及びシャツ・ネクタイであり、

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」では主に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」及び「スーツ・アンド・スーツ」ではプレタポルテの販売とオーダースーツの販売も行っており

ます。直営店舗以外では、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、子会社の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。

　　　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）の販売価格を主に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36店舗（平成18年８月31日現在）展開しており、そのうち33店

舗については、プレタポルテ商品に加えてオーダースーツの販売も行っております。また当期においては、出店

地域の顧客ニーズに合わせて、「スーツ・アンド・スーツ」へ12店舗業態変更しております。

　今後の新規出店地域につきましては、首都圏及びその他の大都市近郊への出店を図ります。

　顧客につきましては、25歳から35歳のビジネスマンを中心としております。

(2）インヘイル・エクスヘイル
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　「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（注）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８店舗（平成18年８月31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ますが、オーダーシャツその他イタリアの協力工場で委託生産したシャツ・ネク

タイも展開しております。

　顧客につきましては、30歳から40歳のビジネスマンを中心としております。

(3）スーツ・アンド・スーツ

　主に当社の「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、東京、大阪、千葉、埼玉、滋賀、兵庫の直営店13店舗（平成18年８月31日現在）において販売してお

ります。

　顧客につきましては、幅広い年齢層のビジネスマンを中心としております。

（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。

「Tailor Made by KOICHI NAKANISHI」は現在商標登録の申請中であります。

２．経営方針

(1) 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ということ、「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、購入しやすい店作りを行うということをそれぞれ表しております。

　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ストアになることを目指しておりま

す。

(2) 剰余金の配当に関する基本方針

　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いたします。

　当期の剰余金の配当につきましては、上記の方針に基づき、平成18年11月22日開催予定の第30期定時株主総会にお

いて、普通配当5,000円を付議する予定であります。

(3) 会社の投資単位の引き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。そのため株

式分割の実施を検討した結果、平成18年７月24日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年９月１日付で、普通

株式１株につき４株に分割いたしました。

(4) 目標とする経営指標

  当社グループは利益並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。

(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、新規店舗および既存店舗のデザイン並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
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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、昨年４月から女性用オーダースーツの販売を開始しており、今後さらに積極的な展

開をおこなってまいります。

(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スタートしたテーラーメイド・コントラクト事業を昨年12月に

100％子会社の㈱オンリーコントラクトに移管いたしましたが、事業再構築のため本年８月に㈱オンリーに

戻し、既存店舗をベースとした無店舗販売事業として再スタートいたしました。また昨年９月からイタリ

ア・ミラノの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」を新業態

として開始しましたが、業績が当初計画を下回ったため、本年８月末をもって閉店しております。

今後も新規事業に関しては積極的に取り組む方針でありますが、収益性を重視し、事業の継続の可否につ

いては慎重に判断してまいります。　

(7) 親会社等に関する事項

  当社は、親会社は有しておりません。
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３．経営成績及び財政状態
(1) 経営成績

　　当期の日本経済は、原油価格が高騰し原材料価格が上昇するなどの不安要因のある一方で、国内の設備投資の増

加や雇用環境の改善、また米国など海外景気の好調な持続に支えられて、景気は緩やかな回復基調となりました。紳

士服市場におきましては、団塊世代の大量退職を控えてスーツの買い控え傾向が続く中、春先はフレッシャーズ需要

が高まるなど明るさも見えてきましたが、消費者の選択消費の傾向も強まっており、企業間競争が激化する中でより

強い商品力と販売力が求められております。

　このような状況の中で、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、以下のとおり取り組んでまいりました。

　まず生産面では、「インヘイル・エクスヘイル」ブランドのプレタポルテ（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。また、

「テーラーメイド　by KOICHI NAKANISHI」ブランドのオーダースーツにつきましては、製造を行う（株）オンリー

ファクトリーと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。

　商品面では、オーダースーツにおきましては、昨期からスタートした女性物の販売が軌道に乗りオーダースーツ全

体の約25％の売上を占めるようになり、またオーダースーツ展開店舗数の拡大、オーダーシャツの拡販を図りました。

またプレタポルテにおきましても、シューズやベルト、コートなどビジネス関連アイテムを充実させ、客単価売上の

増加を図りました。

　販売店舗につきましては、主力の「ザ・スーパースーツストア」は、新しいデザインの店舗を大阪、名古屋、中国、

九州などに６店舗を出店、２店舗を閉鎖しました。また「スーツ・アンド・スーツ」事業は昨年12月に設立された

100%子会社の㈱オンリートレンタに移管して７店舗で新たにスタート、その後「ザ・スーパースーツストア」から関

東や関西の５店舗を移管し、新店の２店舗を加え、１店舗を閉店した結果合計13店舗となりました。またイタリア直

輸入のブランド「BOGGI MILANO」専門店を昨年９月に東京・日本橋に開店、その後首都圏を中心に展開する計画でし

たが、業績が目標を下回ったため、本年８月に日本橋店を閉店いたしました。また昨年12月に無店舗販売事業を行う

テーラーメイド・コントラクト事業を新設の子会社（株）オンリーコントラクトに移しましたが、事業の効率化と積

極的発展を図ることを目的に再度当社に移管し、本年７月で同社の営業を終了しております。

　以上の結果、当連結会計期間の業績は、売上高66億６百万円、営業利益６億49百万円、経常利益６億36百万円、当

期純利益３億20百万円となりました。
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(2) 財政状態

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により１億71百万円、投資活動

により２億76百万円減少しましたが、財務活動により１億63百万円増加しました。その結果、当連結会計年度末の資

金残高は６億42百万円となり、期首に比べ２億84百万円減少しております。 

　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、減少した資金は１億71百万円（前年同期６億98百万円の増加）となりました。これは、主に税金

等調整前当期純利益６億７百万円（前年同期４億34百万円）、減価償却費78百万円（前年同期52百万円）等の増加要

因に対し、たな卸資産の増加額４億30百万円（前年同期32百万円の減少）、仕入債務の減少額93百万円（前年同期88

百万円の増加）、法人税等の支払３億24百万円（前年同期36百万円）等の減少要因によるものです。

（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２億76百万円（前年同期３億69百万円）となりました。これは、主に新店舗出店

等に伴う固定資産取得１億82百万円（前年同期２億１百万円）及び保証金の差入れ２億円（前年同期１億79百万円）

等によるものですが、閉店等に伴う差入保証金の回収39百万円（前年同期92百万円）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、増加した資金は１億63百万円（前年同期１億34百万円の減少）となりました。これは、短期借入

金による調達が３億円（前年同期２億円の返済）、長期借入金による調達が２億円あったものの、長期借入金の返済

による支出１億25百万円（前年同期３億74百万円の返済）及び社債の償還による支出１億58百万円（前年同期１億46

百万円）等があった事によるものであります。なお、前年同期はこのほか、株式の発行による収入が６億５百万円あ

りました。

 

　 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18年８月期

株主資本比率（％） 57.1

時価ベースの株主資本比率（％） 116.7

債務償還年数（年） －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） －

株主資本比率：株主資本／資産合計

時価ベースの株主資本比率：株式時価総額／資産合計

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

※債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業活動によるキャッシュ・フローがマイナス

　であるため、記載しておりません。

(3) 事業等のリスク

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

を及ぼす可能性があります。

ロ．店舗展開について

　当社グループは当連結会計年度末（平成18年８月31日）現在57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可能性があります。
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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割合が大きく、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可能性があります。

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、その運用のための管理体制を整える等、個

人情報の外部漏洩に関しては細心の注意を払っております。

　しかしながら、万一外部漏洩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可能性があります。

(4) 次期の見通し

　次期の経済見通しといたしましては、国内の設備投資の増加や雇用環境の改善、輸出の好調などにより景気は底堅

く推移しているものの、原油価格の高騰に伴うガソリン価格など物価への懸念材料もあり、予断を許さない状況が続

くものと予想されます。

　当社グループが属する紳士服業界におきましても、新卒採用の増加などに伴うフレッシャーズ需要の増加などによ

り全体的な需要は堅調と予想される一方で、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

り、厳しい経営環境が続くものと予想されます。

　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。

 

［商品面］

　アイテムショップとしての確立を図るべく、「ザ・スーパースーツストア」の品揃え充実に取り組んでまいります。

また、前連結会計年度から開始した女性用オーダースーツや、平成17年９月より販売を開始したオーダーシャツ、さ

らにシューズやバッグ等のビジネス関連アイテムの充実を図り、新規顧客の獲得を図ります。

 

［販売店舗］

　既存の「ザ・スーパースーツストア」及び「インヘイル・エクスヘイル」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、既存店舗の改装も順次実施してまいります。また、平成18年９月４日には「ザ・スーパースーツ

ストア」日比谷店の内装を一新し、プレタポルテ（既製服）売場の中に和空間を生かしたオーダー売場を配した新し

い形態の店舗をオープンいたしました。続いて同９月15日には、京都・四条烏丸に、同じ形態の２号店をオープンい

たしました。この日は「インヘイル・エクスヘイル」ブランド10周年にもあたり、この機に新しいブランド戦略に基

づいた店舗展開を行う予定です。

　こうした結果、次期の見通しにつきましては、連結売上高75億円（前期比13.5％増）、経常利益８億円（前期比　

　25.8％増）、当期純利益４億20百万円（前期比31.0％増）を見込んでおります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成17年８月31日）
当連結会計年度

（平成18年８月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１．現金及び預金   1,001,395   642,721  △358,673

２  売掛金   197,117   218,036  20,919

３．たな卸資産   1,017,254   1,447,664  430,410

４．繰延税金資産   108,102   64,238  △43,863

５．その他   1,790   23,250  21,459

流動資産合計   2,325,660 70.2  2,395,912 65.3 70,251

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物及び構築物  296,672   538,028    

減価償却累計額  75,658 221,013  144,235 393,792  172,778

(2）車両運搬具  1,100   1,100    

減価償却累計額  313 786  851 248  △537

(3）器具及び備品  22,989   25,304    

減価償却累計額  12,294 10,694  16,231 9,073  △1,621

(4）建設仮勘定   33,390   －  △33,390

有形固定資産合計   265,884 8.0  403,114 11.0 137,229

２．無形固定資産   5,428 0.2  5,767 0.2 338

３．投資その他の資産         

(1）繰延税金資産   61,755   66,053  4,297

(2）差入保証金   617,670   760,632  142,962

(3）その他   37,739   39,995  2,256

貸倒引当金   △3,085   △3,076  9

投資その他の資産
合計

  714,079 21.6  863,604 23.5 149,525

固定資産合計   985,393 29.8  1,272,485 34.7 287,092

資産合計   3,311,053 100.0  3,668,397 100.0 357,344
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前連結会計年度

（平成17年８月31日）
当連結会計年度

（平成18年８月31日）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

増減
（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１．買掛金   239,802   146,706  △93,095

２．短期借入金   －   300,000  300,000

３．１年以内返済予定
長期借入金

  125,996   113,933  △12,063

４．１年以内償還予定
社債

  158,000   25,000  △133,000

５．未払法人税等   221,280   144,955  △76,325

６．ポイント引当金   40,456   37,066  △3,390

７．その他   293,587   329,149  35,561

流動負債合計   1,079,122 32.6  1,096,809 29.9 17,687

Ⅱ　固定負債         

１．社債   175,000   150,000  △25,000

２．長期借入金   78,853   164,920  86,067

３．退職給付引当金   12,454   15,192  2,738

４．役員退職慰労引当金   138,301   146,065  7,764

固定負債合計   404,608 12.2  476,177 13.0 71,569

負債合計   1,483,731 44.8  1,572,987 42.9 89,256

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※１  693,750 21.0  － － △693,750

Ⅱ　資本剰余金   800,400 24.2  － － △800,400

Ⅲ　利益剰余金   333,172 10.0  － － △333,172

資本合計   1,827,322 55.2  － － △1,827,322

負債資本合計   3,311,053 100.0  － － △3,311,053

 （純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

 １．資本金 ※１  － －  693,750 18.9 693,750

 ２．資本剰余金   － －  800,400 21.8 800,400

 ３．利益剰余金   － －  601,260 16.4 601,260

株主資本合計   － －  2,095,410 57.1 2,095,410

純資産合計   － －  2,095,410 57.1 2,095,410

負債純資産合計   － －  3,668,397 100.0 3,668,397
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(2）連結損益計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

増減
（千円）

Ⅰ　売上高   6,079,553 100.0  6,606,207 100.0 526,653

Ⅱ　売上原価   2,545,793 41.9  2,632,315 39.9 86,521

売上総利益   3,533,759 58.1  3,973,891 60.2 440,132

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  3,051,505 50.2  3,324,835 50.3 273,329

営業利益   482,253 7.9  649,056 9.8 166,802

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  45   20    

２．受取配当金  15   15    

３．為替差益  155   －    

４．違約金収入  4,935   －    

５．雑収入  353 5,504 0.1 888 923 0.0 △4,580

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  14,222   7,161    

２．社債利息  1,491   1,020    

３．社債発行費償却  5,966   －    

４．新株発行費  19,446   －    

５．為替差損  －   3,359    

６．雑損失  2,919 44,046 0.7 2,350 13,891 0.2 △30,154

経常利益   443,711 7.3  636,088 9.6 192,377

Ⅵ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※２ 3,209   559    

２．店舗解約損  1,300   11,500    

３．リース契約解約損  4,382 8,892 0.1 16,094 28,154 0.4 19,262

税金等調整前当期純利
益

  434,819 7.2  607,934 9.2 173,114

法人税、住民税及び事
業税

 219,877   247,720    

法人税等調整額  △30,547 189,330 3.2 39,566 287,286 4.4 97,956

当期純利益   245,489 4.0  320,647 4.9 75,158
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(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

 

 連結剰余金計算書  

  
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）

 区分
注記

番号
金額（千円） 

　(資本剰余金の部）    

　Ⅰ　資本剰余金期首残高   426,510

　Ⅱ　資本剰余金増加高    
　  　 増資による新株式の発行  373,890 373,890

　Ⅲ　資本剰余金期末残高   800,400

 （利益剰余金の部）    
　Ⅰ　利益剰余金期首残高   112,811

　Ⅱ　利益剰余金増加高    
 　　　当期純利益  245,489 245,489

　Ⅲ　利益剰余金減少高    
　　　 配当金  19,520  
 　　　新規連結に伴う減少高  5,608 25,128

　Ⅳ　利益剰余金期末残高   333,172

    

 

 

 連結株主資本等変動計算書

　当連結会計年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）
 

 
株  主  資  本

 純資産合計
資本金 資本剰余金  利益剰余金 株主資本合計

平成17年８月31日残高 693,750 800,400 333,172 1,827,322 1,827,322

連結会計年度中の変動額      
 　 剰余金の配当   △52,560 △52,560 △52,560

　  当期純利益　　　   320,647 320,647 320,647

連結会計年度中の変動額合計 － － 268,087 268,087 268,087

平成18年８月31日残高 693,750 800,400 601,260 2,095,410 2,095,410
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　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  434,819 607,934 173,114

減価償却費  52,308 78,681 26,372

ポイント引当金の増加額  20,958 △3,390 △24,349

退職給付引当金の増加額  3,094 2,738 △356

役員退職慰労引当金の増加額  7,618 7,764 145

受取利息及び受取配当金  △60 △35 25

支払利息  15,714 8,181 △7,532

為替差益  △262 △416 △154

社債発行費償却  5,966 － △5,966

新株発行費  19,446 － △19,446

有形固定資産除却損  3,209 559 △2,649

店舗解約損  1,300 11,500 10,200

売上債権の増加額  △30,686 △20,919 9,767

たな卸資産の増減額  32,493 △430,410 △462,904

仕入債務の増減額  88,835 △93,095 △181,930

前受金の増減額  8,289 △18,071 △26,361

その他の増減額  86,575 10,312 △76,263

小計  749,620 161,331 △588,288

利息及び配当金の受取額  38 48 10

利息の支払額  △15,284 △8,497 6,787

法人税等の支払額  △36,253 △324,457 △288,204

営業活動による
キャッシュ・フロー

 698,120 △171,574 △869,695

Ⅱ　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  △74,529 － 74,529

定期預金の払戻による収入  － 74,529 74,529

固定資産の取得による支出  △201,677 △182,328 19,348

差入保証金の支払による支出  △179,301 △200,542 △21,240

差入保証金の回収による収入  92,862 39,462 △53,399

その他  △6,703 △7,551 △847

投資活動による
キャッシュ・フロー

 △369,350 △276,430 92,919
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

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  △200,000 300,000 500,000

長期借入金の調達による収入  － 200,000 200,000

長期借入金の返済による支出  △374,213 △125,996 248,217

社債の償還による支出  △146,000 △158,000 △12,000

株式の発行による収入  605,453 － △605,453

配当金の支払額  △19,520 △52,560 △33,040

財務活動による
キャッシュ・フロー

 △134,279 163,444 297,723

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差
額

 262 416 154

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額  194,753 △284,144 △478,897

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  723,632 926,865 203,233

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期末残高 ※ 926,865 642,721 △284,144
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18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

（株）オンリーファクトリー

　なお、（株）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、当連結会計年度から連結

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

（株）オンリーファクトリー

（株）オンリートレンタ

（株）オンリーコントラクト

なお、（株）オンリートレンタ及び

（株）オンリーコントラクトは、当

連結会計年度において新たに設立し

たことにより、当連結会計年度から

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．持分法の適用に関する事

項

　該当事項はありません。 同左

３．連結子会社の事業年度等

に関する事項

　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。

同左

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

 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）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (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

　定率法を採用しております。

　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

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
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18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

 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、

過去の利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

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。

③　退職給付引当金

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　役員退職慰労引当金

同左

 (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

 (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

 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
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項目
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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

 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

 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。

④　ヘッジ有効性評価の方法

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

(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

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

５．連結子会社の資産及び負

債の評価に関する事項

　連結子会社の資産及び負債の評価につい

ては、全面時価評価法を採用しております。

同左

６．連結調整勘定の償却に関

する事項

　連結調整勘定は、当該勘定が発生した期

に全額償却しております。 

同左

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

 　連結剰余金計算書は、連結会社の利益処

分について、連結会計年度中に確定した利

益処分に基づいて作成しております。

－

８．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
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成17年８月31日）

当連結会計年度
（平成18年８月31日）

※１．当社の発行済株式総数は、普通株式11,680株であり

ます。

　　　　　　　　　　　　 －

（連結損益計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18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。 

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 

リース料 227,328千円 

減価償却費 52,217千円 

役員報酬 81,020千円 

給与・賞与 814,427千円 

退職給付費用 7,061千円 

役員退職慰労引当金繰入額 8,247千円 

地代家賃 1,150,581千円 

リース料 152,484千円 

減価償却費 78,624千円 

※２．固定資産除却損は次のとおりであります。

建物 3,004千円  

器具及び備品 204千円  

 

※２．固定資産除却損は次のとおりであります。

建物 559千円  

 

　（連結株主資本等変動計算書関係）

　当連結会計年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

　１．発行済株式の種類及び総数に関する事項
 

 
前連結会計年度末

株式数（数）

当連結会計年度増加

株式数（数）

当連結会計年度減少

株式数（数）

 当連結会計年度末株

式数（数）

　発行済株式     

　　普通株式 11,680 － － 11,680

　　合計 11,680 － － 11,680

 　２．配当に関する事項  

決議 株式の種類
配当金の総額

（千円） 

１株あたり配当額

（円）
基準日  効力発生日

平成17年11月25日

定時株主総会 
普通株式 　　　　52,560  　　　　4,500 平成17年８月31日 平成17年11月26日 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

※　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 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

現金及び預金勘定 642,721千円

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 －千円

現金及び現金同等物 642,721千円
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①　リース取引

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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18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

(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）

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

ソフトウェア 44,328 23,921 20,406

合計 536,113 274,172 261,940

 
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 4,594 1,731 2,862

器具及び備品 525,821 239,345 286,475

ソフトウェア 51,280 36,985 14,294

合計 581,695 278,063 303,632

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額

１年内 105,038千円

１年超 162,824千円

合計 267,862千円

１年内 131,783千円

１年超 177,497千円

合計 309,281千円

(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

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

支払リース料 133,872千円

減価償却費相当額 125,932千円

支払利息相当額 8,656千円

(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

　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。

(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

　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。

 ２．オペレーティング・リース取引

 　　　未経過リース料期末残高相当額

１年内 63,560千円

１年超 132,517千円

合計 196,078千円

②　有価証券

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（平成18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。
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

(1）取引の内容

　当社の利用しているデリバティブ取引は、金利スワッ

プ取引、為替予約であります。

(1）取引の内容

同左

(2）取引に対する取組方針

　当社のデリバティブ取引は、将来の金利及び為替相場

の変動によるリスク回避を目的としており、投機的な取

引は行わない方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　当社は、借入金利等の将来の金利市場における利率上

昇による変動リスクを軽減するため、金利スワップ取引

を行っております。

　また、通常の営業過程における輸入取引の為替相場の

変動によるリスクを軽減するため、為替予約取引を行っ

ております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(3）取引の利用目的

同左

 

 

①　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

　なお、金利スワップ取引については特例処理を、為替

予約取引については振当処理を行っております。

①　ヘッジ会計の方法

同左

 

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　　　　　外貨建金銭債務等

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

 

 

③　ヘッジ方針

　借入金の金利変動リスクを回避する目的で金利スワッ

プ取引を行い、また、外貨建取引の為替相場の変動リス

クを回避する目的で為替予約取引を行っており、ヘッジ

対象の識別は個別契約毎に行っております。

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決

算日における有効性の評価を省略しております。

　また、為替予約の締結時に、リスク管理方針に従って、

米貨建及びユーロ建による同一金額以下で同一期日の為

替予約をそれぞれ振当てているため、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。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

 

(4）取引に係るリスクの内容

　金利スワップ取引には、市場金利の変動によるリスク、

為替予約取引においては、為替相場の変動によるリスク

をそれぞれ有しております。

　なお、デリバティブ取引の契約先は、いずれも信用度

の高い国内の銀行であるため、相手先の契約不履行によ

る信用リスクは、ほとんどないと判断しております。

(4）取引に係るリスクの内容

同左
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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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

２．取引の時価等に関する事項

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。

当連結会計年度（自　平成17年９月１日　至　平成18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。

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社の退職給付制度は、社内規定に基づき、退職時までの勤続年数や給与等に基づき算定された退職金を社

内資金から支払うことになっております。

　なお、連結子会社の（株）オンリーファクトリーは武雄商工会議所の特定退職金共済制度に加入しておりま

す。

２．退職給付債務及びその内訳

 
前連結会計年度

（平成17年８月31日）
当連結会計年度

（平成18年８月31日）

 千円 千円

(1）退職給付債務 12,454 15,192

(2）退職給付引当金 12,454 15,192

３．退職給付費用の内訳

 
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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

 千円 千円

(1）勤務費用 6,310 7,061

(2）退職給付費用 6,310 7,061

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

　当社は簡便法を採用しておりますので、割引率等については該当ありません。
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⑤　税効果会計

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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳

(1）流動資産 (1）流動資産

商品 59,887千円

未払事業税 18,854千円

ポイント引当金 16,417千円

未払賞与 10,511千円

その他 2,432千円

繰延税金資産（流動）合計 108,102千円

商品 19,873千円

未払事業税 11,650千円

ポイント引当金 15,041千円

未払賞与 12,372千円

リース債務 5,866千円

 その他 2,272千円

小計 67,076千円

 評価性引当額 △2,837千円

繰延税金資産（流動）合計 64,238千円

(2）固定資産 (2）固定資産

役員退職慰労引当金 56,122千円

退職給付引当金 4,914千円

その他 718千円

繰延税金資産（固定）合計 61,755千円

役員退職慰労引当金 59,273千円

退職給付引当金 6,165千円

その他 719千円

小計 66,157千円

評価性引当額 △104千円

繰延税金資産（固定）合計 66,053千円

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）  

交際費等永久差異 0.4％

住民税均等割 6.5％

税務上の繰越欠損金 △3.7％

その他 △0.3％

税効果会計適用後の法人税等負担率 43.5％

法定実効税率 40.6％

（調整）  

交際費等永久差異 0.1％

住民税均等割 4.6％

評価性引当額 0.5％

 欠損金子会社の未認識税務利益 1.7％

その他 △0.2％

税効果会計適用後の法人税等負担率 47.3％
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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。

当連結会計年度（自　平成17年９月１日　至　平成18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。

当連結会計年度（自　平成17年９月１日　至　平成18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。

当連結会計年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31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。

⑦　関連当事者との取引

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）

　　　　　　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

　　　　　　該当事項はありません。
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（１株当たり情報）

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）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

１株当たり純資産額 156,448円84銭

１株当たり当期純利益金額 30,596円67銭

１株当たり純資産額 179,401円55銭

１株当たり当期純利益金額 27,452円70銭

 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、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。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額に

ついては、希薄化効果を有している潜在株式が存在し

ないため、記載しておりません。

　（注）　１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

 
前連結会計年度

（自　平成16年９月１日
至　平成17年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当期純利益（千円） 245,489 320,647

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） （－）  　　　　　　　　　　（－）

普通株式に係る当期純利益（千円） 245,489 320,647

期中平均株式数（株） 8,023 11,680

（重要な後発事象）

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）

　　該当事項はありません。

当連結会計年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

　　平成18年７月24日開催の当社取締役会の決議に基づき、平成18年９月１日付をもって、投資家層の拡大を図

ることを目的として、次のように株式分割による新株式を発行しております。

 

１．分割により増加する株式数

　　　普通株式　　35,040株

 

２．分割方法

　　　平成18年８月31日を基準日として、株主の所有株数を、１株につき４株の割合をもって分割いたしま

　　　す。

 

当該株式分割が前連結会計年度首に行われたと仮定した場合の前連結会計年度における１株当たり情報及び当連

結会計年度首に行われたと仮定した場合の当連結会計年度における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりと

なります。

 

　　　　　　　　　　　　　　　　　前期　　　　　　当期

　１株当たり純資産額　　　　　39,112円21銭　　　44,850円38銭

　１株当たり当期純利益金額　　 7,649円16銭　　　 6,863円17銭

　潜在株式調整後１株当たり　　　　　－　　　　　　　－

　当期純利益金額
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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）

 当連結会計年度
 （自　平成17年９月１日

 　  至　平成18年８月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

スーツ 342,157 100.0 424,118 100.0

合計 342,157 100.0 424,118 100.0

　（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）

 当連結会計年度
 （自　平成17年９月１日

 　　至　平成18年８月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

スーツ 803,259 61.4 1,651,812 59.7

シャツ・ネクタイ 351,114 26.8 638,020 23.0

その他 153,664 11.8 479,797 17.3

合計 1,308,038 100.0 2,769,630 100.0

　（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）

当連結会計年度
 （自　平成17年９月１日

 　　至　平成18年８月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

スーツ生地 300,428 69.7 333,781 67.2

シャツ生地 94,175 21.8 130,770 26.3

附属品 36,597 8.5 32,094 6.5

合計 431,201 100.0 496,646 100.0

　（注）　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

（４）受注状況

　　　該当事項はありません。

（５）販売実績

品目別

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）

 当連結会計年度
 （自　平成17年９月１日

     至　平成18年８月31日）

金額（千円） 構成比（％） 金額（千円） 構成比（％） 

スーツ 4,063,335 66.8 4,220,271 63.9

シャツ・ネクタイ 1,374,421 22.6 1,504,670 22.8

その他（修理代収入含む） 641,796 10.6 881,265 13.3

合計 6,079,553 100.0 6,606,207 100.0

　（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当連結会計期間における売上高は次

のとおりであります。

 

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）

 当連結会計年度
 （自　平成17年９月１日

 　　至　平成18年８月31日）

金額（千円） 割合（％） 金額（千円）  割合（％）

プレタポルテ 3,203,109 78.8 3,250,475 77.0

オーダースーツ（メンズ） 790,483 19.5 733,935 17.4

オーダースーツ（レディース） 69,742 1.7 235,859 5.6

合計 4,063,335 100.0 4,220,271 100.0
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