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１．平成19年８月期の連結業績（平成18年９月１日～平成19年８月31日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月期 7,356 11.4 845 30.3 831 30.7 438 36.7

18年８月期 6,606 8.7 649 34.6 636 43.4 320 30.6

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

自己資本
当期純利益率

総資産
経常利益率

売上高
営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

19年８月期 9,381 64 － － 19.2 21.7 11.5

18年８月期 27,452 70 － － 16.3 18.2 9.8

（参考）持分法投資損益 19年８月期 －百万円 18年８月期 －百万円

 (注)１．平成18年４月28日付で新株予約権800個を発行しておりますが、希薄化効果を有しないため潜在株式調整後１株

　　当たり当期純利益金額は記載しておりません。

 　　２．平成18年９月１日付で１株を４株に分割しております。分割後の発行済株式総数46,720株により算出した平成

　　18年８月期の１株当たり当期純利益は、6,863円17銭となります。
 

(2）連結財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年８月期 4,005 2,475 61.8 52,982 02

18年８月期 3,668 2,095 57.1 179,401 55

（参考）自己資本 19年８月期 2,475百万円 18年８月期 2,095百万円

 (注)平成18年９月１日付で１株を４株に分割しております。分割後の発行済株式総数46,720株により算出した平成18年８

月期の１株当たり純資産は44,850円38銭となります。
 

(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

19年８月期 730 △302 △238 832

18年８月期 △171 △276 163 642

２．配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額
(年間)

配当性向
（連結）

純資産配当率
（連結）（基準日） 中間期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年８月期 － － 5,000 00 5,000 00 58 18.2 3.0

19年８月期 － － 1,750 00 1,750 00 81 18.7 3.6

20年８月期（予想） － － 1,750 00 1,750 00 － 15.7 －

 (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８月期及び平成20年８月期（予想）の１株当たり配　

当金は分割後の発行済株式総数46,720株をもとに表示しております。
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３．平成20年８月期の連結業績予想（平成19年９月１日～平成20年８月31日）
（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 3,900 7.1 480 19.6 470 20.7 240 12.3 5,136 99

通　期 8,000 8.7 1,020 20.6 1,000 20.3 520 18.6 11,130 14

４．その他
 (1)期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　　無

(2）連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有
②　①以外の変更　　　　　　　　無
（注）詳細は、18ページ「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」をご覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年８月期 46,720株 18年８月期 11,680株

②　期末自己株式数 19年８月期 －株 18年８月期 －株

　(注)１株当たり当期純利益あるいは純資産等の算定の基礎となる株式数については31ページ「１株当たり情報」を

ご覧ください。

（参考）個別業績の概要
１．平成19年８月期の個別業績（平成18年９月１日～平成19年８月31日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年８月期 6,524 3.1 808 26.4 823 28.3 442 38.7

18年８月期 6,331 4.2 639 37.3 641 49.8 319 36.5

１株当たり
当期純利益

潜在株式調整後
１株当たり当期純利益

円 銭 円 銭

19年８月期 9,474 79 － －

18年８月期 27,322 26 － －

(注)平成18年９月１日付で１株を４株に分割しております。分割後の発行済株式総数46,720株により算出した平成18年８

月期の１株当たり当期純利益は、6,830円56銭となります。

 
(2）個別財政状態

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年８月期 3,790 2,472 65.2 52,913 47

18年８月期 3,411 2,087 61.2 178,754 69
 
(注)平成18年９月１日付で１株を４株に分割しております。分割後の発行済株式総数46,720株により算出した平成18年８

    月期の１株当たり純資産は、44,688円67銭となります。

（参考）自己資本 19年８月期 2,472百万円 18年８月期 2,087百万円

２．平成20年８月期の個別業績予想（平成19年９月１日～平成20年８月31日）

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

中間期 3,400 4.1 450 22.8 460 24.9 240 19.7 5,136 99

通期 6,900 5.8 940 16.2 960 16.6 500 13.0 10,702 05

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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．経営成績
(1）経営成績に関する分析

  当期の日本経済は、企業収益の回復に伴う設備投資の増加や雇用情勢の改善など、緩やかな景気回復の動きが見ら

れたものの、原油や素材価格が高騰し、また米国サブプライムローン問題に端を発した信用収縮懸念から、欧米経済

も一部減速感が出始めるなど、不透明で予断を許さない状況で推移しました。紳士服市場におきましては、平成19年

以降団塊世代のリタイアによりスーツ人口が減少すると予想される中で、若年層を中心にファッション感度の高いスー

ツを選択する消費者の傾向が続いています。

 

　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

ある生産委託先へ生産技術指導等を行うことによって、製品品質の向上に努めてまいりました。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、100%子会社の株式会社オンリーファクトリー

の持つ独自の技術と、販売店舗と直結した合理的な生産システムを活かし、お客様の声やニーズにお応えした製品の

生産と効率化を図りました。

 

　また商品面では、プレタポルテでは昨年９月より女性用スーツがスタートしたほか、今年２月からは女性用シャツ

を展開し、アクセサリー、スカーフなどの女性用小物も充実しました。また紳士服では英国調スーツ、軽量スーツ、

Ｓ字パンツなどをテーマに、ファッション性と機能性の高い製品をお客様に提供してまいりました。

 

　販売店舗につきましては、プレタポルテとオーダースーツの販売を主に担当する「ザ・スーパースーツストア」に

おいて、「京都アルティズム」をテーマとした新しいタイプの店舗を京都、名古屋に出店したほか、東京、大阪の主

力３店舗の全面改装を行い利便性とイメージの向上を図りました。販売面においては既存店の売上が全体的に好調で

業績を押し上げました。店舗数では合計で５店舗出店、７店舗退店しました。「ザ・スーパースーツストア」を５店

舗出店する一方で、「ザ・スーパースーツストア」を４店舗、オーダースーツを主力とする「インヘイル・エクスヘ

イル」を１店舗、アウトレット商品を主に担当する「スーツ・アンド・スーツ」を２店舗退店しました。この結果、

期末店舗数は、「ザ・スーパースーツストア」が37店舗、「インヘイル・エクスヘイル」が７店舗、「スーツ・アン

ド・スーツ」が11店舗、合計55店舗（前期末57店舗）となりました。

 

　以上により、当連結会計年度の売上高は73億56百万円（前期比11.4%増）となりました。期末店舗数は前述のとおり

前期末より２店舗減少しましたが、女性用プレタスーツ、シャツが新たに加わったほか、高級プレタスーツやジャケッ

ト、シャツ、靴など関連商品の充実に伴う客単価の上昇、既存店改装による売上の伸びに支えられ売上は堅調に推移

し、７億50百万円の増収となりました。また利益面では、売上増に伴う増加と、円安による輸入原材料費の上昇等に

より売上原価が３億18百万円増加した一方で、販売費及び一般管理費が人件費や家賃の伸びが小さく２億35百万円の

増加にとどまった結果、営業利益は８億45百万円（同30.3%増）、経常利益は８億31百万円（同30.7%増）、当期純利

益は４億38百万円（同36.7%増）となりました。

 

(2）財政状態に関する分析

①資産、負債及び純資産の状況

　当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ３億37百万円増加し、40億５百万円となりました。

　流動資産につきましては、前連結会計年度に比べ１億64百万円増加し、25億60百万円となりました。主な変動要因

としましては、現金及び預金が１億90百万円、売掛金が49百万円それぞれ増加した一方、たな卸資産が79百万円減少

しました。

　固定資産につきましては、前連結会計年度に比べ１億73百万円増加し、14億45百万円となりました。主な変動要因

としましては、建物が73百万円、差入保証金が97百万円それぞれ増加しました。

　負債につきましては、前連結会計年度に比べ42百万円減少し、15億30百万円となりました。主な変動要因としまし

ては、流動負債が61百万円増加した一方、固定負債が１億３百万円減少しました。流動負債の変動要因としましては、

買掛金が26百万円増加、短期借入金が２億円減少、１年以内償還予定社債が１億25百万円増加、未払法人税等が76百

万円増加しました。固定負債の変動要因としましては、社債が１億50百万円減少、長期借入金が60百万円増加しまし

た。
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②キャッシュ・フローの状況

  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により７億30百万円増加した一

方で、投資活動により３億２百万円、財務活動で２億38百万円減少しました。その結果、当連結会計年度末の資金残

高は８億32百万円となり、前連結会計年度末に比べ１億90百万円増加しております。

　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）

  営業活動の結果得られた資金は７億30百万円(前年同期は１億71百万円の減少)となりました。これは、主に税金等

調整前当期純利益７億91百万円(前年同期６億７百万円)、減価償却費92百万円(前年同期78百万円)、たな卸資産の減

少額79百万円(前年同期４億30百万円の増加)等の増加要因に対し、売上債権の増加額49百万円(前年同期20百万円の増

加)、法人税等の支払額２億67百万円(前年同期３億24百万円)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３億２百万円(前年同期は２億76百万円の減少)となりました。これは、主に固定資

産取得による支出が１億95百万円(前年同期１億82百万円)、差入保証金の支払いによる支出が１億58百万円(前年同期

２億円)等の減少要因に対して、差入保証金の回収による収入が54百万円(前年同期39百万円)であったためです。

　

　（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２億38百万円(前年同期は１億63百万円の増加)となりました。これは、主に短期借

入金返済による減少が２億円(前年同期３億円の増加)、長期借入金の調達による増加が２億円(前年同期２億円)のほ

か、長期借入金の返済による減少が１億54百万円(前年同期１億25百万円)、配当金の支払いによる減少が58百万円(前

年同期52百万円)、社債の償還による減少が25百万円(前年同期１億58百万円)等によるものです。

 

  なお、キャッシュ・フローの指標は次のとおりであります。

 
前連結会計年度
平成18年８月期

当連結会計年度
平成19年８月期

自己資本比率(％) 57.1 61.8

時価ベースの自己資本比率(％) 116.7 124.8

債務償還年数(年) － 0.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ － 63.3

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

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（注２）株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

（注３）営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上している負債のうち利子を支払っている全て

の負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支

払額を使用しております。

（注４）前連結会計年度の債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、前連結会計年度の営業活

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）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

　当社は、株主各位に対する利益還元は経営の重要な政策のひとつとして位置づけております。会社成長のための

内部留保を充実させるとともに、経営資源を有効に活用することで企業収益力を高め、株主各位には業績に応じた

配当の実現と安定的な配当の継続を配当政策の基本方針としております。

　平成19年８月期の期末配当金につきましては、１株につき1,750円を予定しております。次期(平成20年８月期)の

期末配当金につきましては、平成19年８月期と同じく1,750円を予定しております。
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(4）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成績に

　　　　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19年８月31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、今後は都心部あるいは地方中核都市の路面への

　　　　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、並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。

 

　　②財政状態・経営成績等について

　　　イ．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、英国

　　　　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。

　　　

　　　ロ．敷金、保証金の未返還リスクについて

　　　　　当社グループは、多店舗展開を行っておりますが、テナント店舗においては賃借先に敷金ならびに保証金を支

　　　　出しております。契約時には賃借先の信用状況を十分勘案し、出店の判断をいたしますが、出店後の賃借先の信

　　　　用状況の変化などにより、または中途解約による退店により、敷金ならびに保証金が返還されないリスクがあり

　　　　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。
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２．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

ツとシャツについてはプレタポルテ（既製服）とオーダー（注文服）の販売を行っております。

　直営店舗につきましては、「インヘイル・エクスヘイル」では主にオーダースーツ、「ザ・スーパースーツストア」

ではプレタポルテとオーダースーツの販売を行っており、また子会社の株式会社オンリートレンタが運営する「スーツ・

アンド・スーツ」では主にアウトレット商品の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。

 

 

 

生地納入 

商
品
の
販
売

 

（直営店） 

当社（商品企画・販売） 
 インヘイル・エクスヘイル  
 ザ・スーパースーツストア 
  

（株）オンリートレンタ 
（連結子会社・販売） 
 スーツ・アンド・スーツ 

仕
入
先
及
び

 

生
産
委
託
先

 

（
プ
レ
タ
ポ
ル
テ
製
造
）

 

生地メーカー 

（
株
）
オ
ン
リ
ー
フ
ァ
ク
ト
リ
ー

 
（
連
結
子
会
社
）

 

（
オ
ー
ダ
ー
ス
ー
ツ
製
造
）

 

お 

客 

様

 

生地納入 

商品納入 

商品納入 

商品発注 

商品発注及び

生産委託（生

地無償支給） 

 

 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。開店してから８年が経過し、店内装飾においては初期の白を基調としたタイプの店から、高級感

を追究した赤を基調とした店、黒を基調とした店など、店舗立地や客層に応じ、様々な店舗を開発しました。また昨年

より「インショップ型」を旗艦店とし、顧客満足度の向上に努めてきました。都心や地方都市に37店舗（平成19年８月

31日現在）展開しており、そのうち34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。今後も当社の主力業態として、首都圏及び地方の中核都市への出店を図ります。　　

 

㈱オンリー　(3376)　平成 19 年８月期決算短信

－ 6 －



 　(2)インヘイル・エクスヘイル

　   テーラーメイド（注）を中心に、ワンランク上の商品を扱う店舗業態です。「テーラーメイド by KOICHI 

   NAKANISHI」は、マスターテーラー中西浩一が開発した独自のオーダースーツで、150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り、お客様の気に入るスーツを作り上げる当社独自のス

   ーツオーダーシステムです。「インヘイル・エクスヘイル」は、東京、大阪、京都に合計７店舗（平成19年８月31日

　 現在）展開しております。

 

(3)スーツ・アンド・スーツ

　主に「ザ・スーパースーツストア」と「インヘイル・エクスヘイル」の店舗で２年経過したスーツ及び関連商品等を

お求めやすい価格でお客様に提供する、株式会社オンリートレンタが運営するアウトレット業態の店舗です。東京、千

葉、埼玉、滋賀、大阪、兵庫に11店舗（平成19年８月31日現在）展開しております。

 

 　（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。　
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３．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ことを表現しております。

　また、行動理念を「笑顔」、「感謝」、「清掃・整頓」と定め、日常の業務を推進しております。

これらの企業理念、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)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目指

　して経営に取り組んで参ります。

  (3)中長期的な会社の経営戦略

　　　当社グループは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。

　　　紳士服市場においては、平成19年頃から所謂「団塊世代」の方々がビジネスの第一線から徐々にリタイアされるこ

　　とによ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基盤がまだ弱い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。また平成18年９月より女性用プレタスーツを、平成19年２月からは女性用シャツの販売を

　　開始し、女性用オーダースーツと合わせて女性向けの商品の品揃えを充実させておりますが、今後も女性の顧客獲得

　　へ向けた努力を続けてまいります。

 

(4)会社の対処すべき課題 

 ＜現状の認識と当面の課題について＞

　景気は回復基調にはあるものの、個人消費は依然として伸び悩む中で、紳士服業界においては、今後ますます価格、

嗜好性、品質に対する消費者のニーズは多様化する一方、企業間の競争は激化するものと見られます。

　こうした中で、当社グループとしては、既存事業の継続的な成長を確保すると同時に、多様化する顧客ニーズに　

応えるため、商品開発や店舗開発、さらによりよいサービスを提供するための人材を育成するように努力すると共に、

収益性の向上を図ってまいります。

 

(5)内部管理体制の整備・運用状況 

  当該事項につきましては、別途開示しております「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をご参照ください。
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４．連結財務諸表
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年８月31日）
当連結会計年度

（平成19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   642,721   832,774  190,052

２  売掛金   218,036   267,652  49,615

３．たな卸資産   1,447,664   1,367,848  △79,815

４．繰延税金資産   64,238   60,090  △4,148

５．その他   23,250   31,816  8,566

流動資産合計   2,395,912 65.3  2,560,182 63.9 164,270

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1）建物  538,028   629,032    

減価償却累計額  144,235 393,792  161,954 467,077  73,285

(2）車両運搬具  1,100   －    

減価償却累計額  851 248  － －  △248

(3）器具及び備品  25,304   28,612    

減価償却累計額  16,231 9,073  14,319 14,293  5,220

(4）その他  －   2,479    

減価償却累計額  － －  1,021 1,457  1,457

有形固定資産合計   403,114 11.0  482,828 12.1 79,714

２．無形固定資産   5,767 0.2  5,953 0.1 186

３．投資その他の資産         

(1）繰延税金資産   66,053   60,005  △6,048

(2）差入保証金   760,632   858,300  97,667

(3）その他   39,995   41,540  1,544

貸倒引当金   △3,076   △3,072  4

投資その他の資産
合計

  863,604 23.5  956,773 23.9 93,169

固定資産合計   1,272,485 34.7  1,445,556 36.1 173,070

資産合計   3,668,397 100.0  4,005,738 100.0 337,341
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前連結会計年度

（平成18年８月31日）
当連結会計年度

（平成19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   146,706   172,842  26,136

２．短期借入金   300,000   100,000  △200,000

３．１年以内返済予定
長期借入金

  113,933   98,684  △15,249

４．１年以内償還予定
社債

  25,000   150,000  125,000

５．未払法人税等   144,955   221,309  76,354

６．ポイント引当金   37,066   44,989  7,923

７．その他   329,149   370,029  40,879

流動負債合計   1,096,809 29.9  1,157,854 28.9 61,044

Ⅱ　固定負債         

１．社債   150,000   －  △150,000

２．長期借入金   164,920   225,434  60,514

３．退職給付引当金   15,192   18,137  2,944

４．役員退職慰労引当金   146,065   128,992  △17,072

固定負債合計   476,177 13.0  372,563 9.3 △103,613

負債合計   1,572,987 42.9  1,530,418 38.2 △42,569

 （純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

 １．資本金   693,750 18.9  693,750 17.3 －

 ２．資本剰余金   800,400 21.8  800,400 20.0 －

 ３．利益剰余金   601,260 16.4  981,170 24.5 379,910

株主資本合計   2,095,410 57.1  2,475,320 61.8 379,910

純資産合計   2,095,410 57.1  2,475,320 61.8 379,910

負債純資産合計   3,668,397 100.0  4,005,738 100.0 337,341
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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   6,606,207 100.0  7,356,456 100.0 750,249

Ⅱ　売上原価   2,632,315 39.9  2,950,399 40.1 318,083

売上総利益   3,973,891 60.1  4,406,057 59.9 432,165

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  3,324,835 50.3  3,560,171 48.4 235,335

営業利益   649,056 9.8  845,886 11.5 196,829

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  20   217    

２．受取配当金  15   5    

３．祝い金  －   1,620    

４. 生地不良補填金  －   2,103    

５．売掛金差額  －   2,027    

６．雑収入  888 923 0.0 3,687 9,660 0.1 8,737

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  7,161   10,552    

２．社債利息  1,020   706    

３. 支払手数料  －   9,000    

４．支払保証料  1,439   －    

５．為替差損  3,359   1,545    

６．雑損失  911 13,891 0.2 2,441 24,246 0.3 10,355

経常利益   636,088 9.6  831,300 11.3 195,211

Ⅵ　特別利益         

  役員退職慰労引当金
　戻入益

  － －  6,637 0.1 6,637

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※２ 559   25,274    

２．店舗解約損  11,500   5,332    

３．リース契約解約損  16,094 28,154 0.4 15,519 46,126 0.6 17,971

税金等調整前当期純利
益

  607,934 9.2  791,811 10.8 183,877

法人税、住民税及び事
業税

 247,720   343,304    

法人税等調整額  39,566 287,286 4.3 10,196 353,501 4.8 66,214

当期純利益   320,647 4.9  438,310 6.0 117,662
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(3）連結株主資本等変動計算書

　前連結会計年度（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（千円） 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（千円） － － 268,087 268,087 268,087

平成18年８月31日残高（千円） 693,750 800,400 601,260 2,095,410 2,095,410

　当連結会計年度（自　平成18年９月１日　至　平成19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18年８月31日残高（千円） 693,750 800,400 601,260 2,095,410 2,095,410

連結会計年度中の変動額      
 　 剰余金の配当   △58,400 △58,400 △58,400

　  当期純利益　　　   438,310 438,310 438,310

連結会計年度中の変動額合計（千円） － － 379,910 379,910 379,910

平成19年８月31日残高（千円） 693,750 800,400 981,170 2,475,320 2,475,320
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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17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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  607,934 791,811 183,877

減価償却費  78,681 92,841 14,160

ポイント引当金の増加額（△減少額）  △3,390 7,923 11,313

退職給付引当金の増加額  2,738 2,944 206

役員退職慰労引当金の増加額
（△減少額）

 7,764 △17,072 △24,836

受取利息及び受取配当金  △35 △222 △187

支払利息  8,181 11,259 3,077

為替差益  △416 － 416

為替差損  － 114 114

固定資産除却損  559 25,274 24,714

店舗解約損  11,500 5,332 △6,167

売上債権の増加額  △20,919 △49,615 △28,696

たな卸資産の減少額（△増加額）  △430,410 79,815 510,226

仕入債務の増加額（△減少額）  △93,095 26,136 119,232

前受金の増加額（△減少額）  △18,071 13,042 31,113

その他の増減額  10,312 19,894 9,582

小計  161,331 1,009,480 848,149

利息及び配当金の受取額  48 222 173

利息の支払額  △8,497 △11,547 △3,049

法人税等の支払額  △324,457 △267,644 56,812

営業活動によるキャッシュ・フロー  △171,574 730,510 902,084

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー     

定期預金の払戻による収入  74,529 － △74,529

固定資産の取得による支出  △182,328 △195,451 △13,122

差入保証金の支払による支出  △200,542 △158,773 41,769

差入保証金の回収による収入  39,462 54,396 14,934

その他  △7,551 △2,514 5,037

投資活動によるキャッシュ・フロー  △276,430 △302,342 △25,911

㈱オンリー　(3376)　平成 19 年８月期決算短信

－ 13 －



  
前連結会計年度

（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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  300,000 △200,000 △500,000

長期借入れによる収入  200,000 200,000 －

長期借入金の返済による支出  △125,996 △154,735 △28,739

社債の償還による支出  △158,000 △25,000 133,000

配当金の支払額  △52,560 △58,265 △5,705

財務活動によるキャッシュ・フロー  163,444 △238,000 △401,444

Ⅳ．現金及び現金同等物に係る換算差額  416 △114 △531

Ⅴ．現金及び現金同等物の増加額
（△減少額）

 △284,144 190,052 474,196

Ⅵ．現金及び現金同等物の期首残高  926,865 642,721 △284,144

Ⅶ．現金及び現金同等物の期末残高 ※ 642,721 832,774 190,052
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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17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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　　　　　　　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。 

(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

 

 

 

(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

　定率法（ただし、平成10年４月１日

以降に取得した建物（付属設備を除

く）は定額法）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　　　７～15年

器具備品　３～８年

 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17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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

　当社及び一部の連結子会社は、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17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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

－ －

７．利益処分項目等の取扱い

に関する事項

－ －

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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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）

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

（固定資産の減損に係る会計基準） 

  当連結会計年度より、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。

　これによる損益に与える影響はありません。

 ─────

（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等） 

  当連結会計年度より、貸借対照表の純資産の部の表示に

関する会計基準（企業会計基準委員会　平成17年12月９日

　企業会計基準第５号）及び「貸借対照表の純資産の部に

関する会計基準等の適用指針」（企業会計基準委員会　平

成17年12月９日企業会計基準適用指針第８号）を適用して

おります。

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

2,095,410千円であります。

　連結財務諸表規則の改正による連結貸借対照表の表示に

関する変更は以下のとおりであります。

　前連結会計年度における「資本の部」は当連結会計年度

から「純資産の部」として表示しております。

　前連結会計年度において独立掲記しておりました「資本

金」、「資本準備金」及び「利益準備金」は当連結会計年

度においては「株主資本」の内訳科目として表示しており

ます。

 ─────

 ───── （減価償却の方法の変更） 

  当連結会計年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年

４月１日以降取得の有形固定資産については、改正法人税

法に規定する償却方法により、減価償却費を計上しており

ます。

 なお、この変更に伴う、営業利益、経常利益、税金等調

整前当期純利益に与える影響は軽微であります。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

─────

  

（連結貸借対照表関係）

  前連結会計年度まで区分掲記しておりました「車両運搬

具」（当連結会計年度末の残高78千円）は、金額的重要性

が乏しいため、「その他」に含めて表示することにしまし

た。

（連結損益計算書関係）

  「支払保証料」は、前連結会計年度まで営業外費用の

「その他」に含めておりましたが、当連結会計年度におい

て、「支払保証料」の金額が営業外費用の100分の10を超

えたため、区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度における「支払保証料」の金額は

2,090千円であります。

（連結損益計算書関係）

  前連結会計年度において区分掲記しておりました「支払

保証料」（当連結会計年度は669千円）は、営業外費用の

総額100分の10以下となったため、営業外費用の「雑損失」

に含めて表示することにしました。
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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18年８月31日）

当連結会計年度
（平成19年８月31日）

　　　　　　　　　　　　 － １．　当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

め、取引銀行６行とコミットメントライン（特定融資

枠契約）を締結しております。この契約に基づく当連

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。  

 　　　　　

コミットメントラインの総額 1,000,000千円

借入実行残高        100,000千円

差引額        900,000千円

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日

至　平成18年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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 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 

役員報酬      58,160千円 

給与・賞与 847,234千円 

退職給付費用 5,556千円 

役員退職慰労引当金繰入額 5,065千円 

地代家賃   1,202,617千円 

リース料 184,991千円 

減価償却費 91,926千円 

※２．固定資産除却損は次のとおりであります。

建物 559千円  

 

※２．固定資産除却損は次のとおりであります。

建物    22,320千円

器具及び備品    1,766千円

ソフトウェア    565千円

長期前払費用   622千円
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（連結株主資本等変動計算書関係）

前連結会計年度（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

（１）配当金支払額
 

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 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの  

決議 株式の種類 配当の原資 
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18年11月22日

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 　　　　58,400  　　　　5,000 平成18年８月31日 平成18年11月24日 

 

当連結会計年度（自　平成18年９月１日　至　平成19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 35,040 0 46,720

　　合計 11,680 35,040 0 46,720

 （注）普通株式の発行済株式総数の増加35,040株は、株式の分割による増加であります。

 

２．配当に関する事項

（１）配当金支払額
 

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18年11月22日

定時株主総会 
普通株式 58,400 5,000 平成18年８月31日 平成18年11月24日 

（２）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの  

決議予定 株式の種類 配当の原資 
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19年11月26日

定時株主総会 
普通株式 利益剰余金 81,760 1,750 平成19年８月31日 平成19年11月27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17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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 642,721千円

現金及び現金同等物 642,721千円

現金及び預金勘定   832,774千円

現金及び現金同等物   832,774千円
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（リース取引関係）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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 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

 
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 2,772 1,821

機械及び装置 4,150 484 3,665

器具及び備品 582,539 278,782 303,756

ソフトウェア 84,269 29,863 54,405

合計 675,552 311,902 363,649

(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 131,783千円

１年超 177,497千円

合計 309,281千円

１年内        145,739千円

１年超        223,353千円

合計        369,093千円

(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 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

支払リース料        167,861千円

減価償却費相当額        158,608千円

支払利息相当額      9,492千円

(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

(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

 ２．オペレーティング・リース取引

 　　　未経過リース料

１年内 63,560千円

１年超 132,517千円

合計 196,078千円

 ２．オペレーティング・リース取引

 　　　未経過リース料

１年内       110,142千円

１年超        208,597千円

合計        318,740千円

（有価証券関係）

前連結会計年度（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。

当連結会計年度（平成19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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（デリバティブ取引関係）

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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。

当連結会計年度（自　平成18年９月１日　至　平成19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。

（退職給付関係）

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18年８月31日）
当連結会計年度

（平成19年８月31日）

 千円 千円

(1）退職給付債務 15,192 18,137

(2）退職給付引当金 15,192 18,137

３．退職給付費用の内訳

 
前連結会計年度

（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

 千円 千円

(1）勤務費用 7,061 5,556

(2）退職給付費用 7,061 5,556

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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（ストック・オプション等関係）

  前連結会計年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

 提出会社

 １　ストックオプションの内容、規模及び変動状況

(１)ストックオプションの内容 　　　

　決議日 　平成18年４月24日

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役　２名

  当社の監査役　１名

  当社の従業員　71名

ストックオプション数 (注） 普通株式　800株

付与日 平成18年４月28日

権利確定条件

① 対象者は、新株予約権の行使時においても、当社ならびに当社子会社の取締役、

監査役及び従業員またはこれに準じる地位（以下「権利行使資格」という。）を保

有していることを要する。

②(ⅰ) ①にかかわらず、対象者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合、

新株予約権の行使期間開始後１年を経過する日までの期間に限り、対象者の相

続人は、未行使の新株予約権を行使することができる。

　 (ⅱ) また、①にかかわらず、対象者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した

場合、対象者死亡後１年を経過する日までの期間に限り、対象者の相続人は、

未行使の新株予約権を行使することができる。

③ 新株予約権者に法令、定款もしくは社内規則に違反する重大な行為があった場合

または新株予約権者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、

顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権者の発行の目的上新株予約

権者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由として当社取締役会

決議で定める事由が生じた場合は、新株予約権を行使できないものとする。

④ ③の条件は、その性質に反しない限り新株予約権者の相続人に対しても適用され

る。

⑤ その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行にかかる取締役会の決議

に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契

約に定めるところによる。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間 平成19年11月26日から平成22年11月25日

     （注）株式数に換算して記載しております。

 　　    　平成18年9月1日付で普通株式１株を４株に分割しております。
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   　 (２)ストックオプションの規模及び変動状況

 　　   当連結会計年度において存在したストックオプションを対象とし、ストックオプションの数については株式数 

       に換算しております。

①　ストックオプションの数 　　　

　決　議　日  平成18年４月24日

権利確定前　　　　　　　　　（株）

 　　前事業年度末

 　　付与

 　　失効

　 　権利確定

 　　未確定残

権利確定後　　　　　　　　　（株）

 　　前事業年度末

 　　権利確定

 　　権利行使

 　　失効

 未行使残

 

－

800

－

－

800

 

－

－

－

－

－

          （注）平成18年９月１日付で普通株式１株を４株に分割しております。

 

②　単価情報 　　　

　決　議　日 　平成18年４月24日

権利行使価格　　　　　　　　　（円） 545,000

行使時平均株価　　　　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）　　　（円） －

         （注）平成18年９月１日付で普通株式１株を４株に分割しております。
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 当連結会計年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

 1.ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況　　 

（１）ストックオプションの内容 　　　

　決議日 　平成18年４月24日

付与対象者の区分及び人数

当社の取締役　２名

  当社の監査役　１名

  当社の従業員　71名

ストックオプション数（注） 普通株式　3,200株

付与日 平成18年４月28日

権利確定条件

① 対象者は、新株予約権の行使時においても、当社ならびに当社子会社の取締役、

監査役及び従業員またはこれに準じる地位（以下「権利行使資格」という。）を保

有していることを要する。

②(ⅰ) ①にかかわらず、対象者が新株予約権の行使期間の開始前に死亡した場合、

新株予約権の行使期間開始後１年を経過する日までの期間に限り、対象者の相

続人は、未行使の新株予約権を行使することができる。

　 (ⅱ) また、①にかかわらず、対象者が新株予約権の行使期間の開始後に死亡した

場合、対象者死亡後１年を経過する日までの期間に限り、対象者の相続人は、

未行使の新株予約権を行使することができる。

③ 新株予約権者に法令、定款もしくは社内規則に違反する重大な行為があった場合

または新株予約権者が当社と競業関係にある会社の取締役、監査役、使用人、嘱託、

顧問またはコンサルタントとなった場合等、新株予約権者の発行の目的上新株予約

権者に新株予約権を行使させることが相当でないとされる事由として当社取締役会

決議で定める事由が生じた場合は、新株予約権を行使できないものとする。

④ ③の条件は、その性質に反しない限り新株予約権者の相続人に対しても適用され

る。

⑤ その他の条件については、株主総会及び新株予約権発行にかかる取締役会の決議

に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者との間で締結した新株予約権割当契

約に定めるところによる。

対象勤務期間 定めておりません。

権利行使期間 平成19年11月26日から平成22年11月25日

 (注)平成18年９月１日付株式分割（普通株式１株を４株）に伴う影響を加味した株式数に換算して記載しております。
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 (2)ストック・オプションの規模及びその変動状況

  当連結会計年度（平成19年８月期）において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの

  数については、株式数に換算して記載しております。

①　ストックオプションの数 　　　

　決　議　日  平成18年４月24日

権利確定前　　　　　　　　　（株）

 　　前事業年度末

 　　付与

 　　失効

　 　権利確定

 　　未確定残

権利確定後　　　　　　　　　（株）

 　　前事業年度末

 　　権利確定

 　　権利行使

 　　失効

 未行使残

 

3,200

－

－

－

3,200

 

－

－

－

－

－

(注)平成18年９月１日付株式分割（普通株式１株を４株）に伴う影響を加味した株式数に換算して記載しております。

 

②　単価情報 　　　

　決　議　日 　平成18年４月24日

権利行使価格　　　　　　　　　（円） 136,250

行使時平均株価　　　　　　　　（円） －

公正な評価単価（付与日）　　　（円） －

(注)平成18年９月１日付株式分割（普通株式１株を４株）に伴う影響を加味した株式数に換算して記載しております。
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（税効果会計関係）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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 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

商品     9,779千円

未払事業税     17,598千円

ポイント引当金     18,275千円

未払賞与     11,529千円

未払費用     10,324千円

 その他      2,474千円

小計     69,982千円

 評価性引当額    △9,891千円

繰延税金資産（流動）合計     60,090千円

(2）固定資産 (2）固定資産

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 △103千円

繰延税金資産（固定）合計 66,053千円

役員退職慰労引当金     52,345千円

退職給付引当金      7,362千円

繰越欠損金     10,920千円

その他    718千円

小計     71,347千円

評価性引当額   △11,341千円

繰延税金資産（固定）合計     60,005千円

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 0.1％

住民税均等割 4.6％

評価性引当額の増減 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％

法定実効税率 40.6％

（調整）  

交際費等永久差異 0.2％

住民税均等割 2.9％

評価性引当額の増減 1.0％

その他 △0.1％

税効果会計適用後の法人税等負担率 44.6％
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（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。

当連結会計年度（自　平成18年９月１日　至　平成19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。

当連結会計年度（自　平成18年９月１日　至　平成19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。

当連結会計年度（自　平成18年９月１日　至　平成19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。

（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

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

１株当たり純資産額     52,982円02銭

１株当たり当期純利益金額       9,381円64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、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。

  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17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

当期純利益（千円） 320,647 438,310

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） 320,647 438,310

期中平均株式数（株） 11,680 46,720

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株あたり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

 新株予約権１種類（新株予約権によ

る潜在株式の数　800株）

 新株予約権１種類（新株予約権によ

る潜在株式の数　   3,200株）

 （注）平成18年９月１日付で１株を４株に分割しております。これにより新株予約権による潜在株式の数は、3,200株と

　　　なっております。
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（重要な後発事象）

前連結会計年度（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

　　　した。

 

当該株式分割が前連結会計年度の期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

当連結会計年度の期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。

 

　　　　　　　　　　　　　　　前連結会計年度　　当連結会計年度

　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

　

　なお、前連結会計年度の潜在株式調整後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。また、当連結会計年度の潜在株式調整後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。

 

当連結会計年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

　　該当事項はありません。
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５．個別財務諸表
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成18年８月31日）
当事業年度

（平成19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   538,809   776,735  237,926

２．売掛金   180,873   189,927  9,054

３．商品   1,008,254   846,737  △161,516

４．材料   38,334   44,905  6,570

５．前払費用   574   408  △166

６．繰延税金資産   71,654   59,469  △12,184

７．関係会社短期貸付金   17,100   258,500  241,400

８．未収入金 ※１  49,758   62,639  12,881

９．その他   1,130   12,377  11,246

　　貸倒引当金   △18,487   －  18,487

流動資産合計   1,888,002 55.3  2,251,701 59.4 363,699

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１．建物  538,028   629,032    

減価償却累計額  144,235 393,792  161,954 467,077  73,285

２．器具及び備品  24,105   21,750    

減価償却累計額  15,736 8,369  11,491 10,258  1,889

有形固定資産合計   402,162 11.8  477,336 12.6 75,174

(2）無形固定資産         

１．ソフトウェア   405   256  △149

２．電話加入権   4,858   4,858  －

無形固定資産合計   5,263 0.2  5,114 0.1 △149

(3）投資その他の資産         

１．関係会社株式   26,298   26,298  －

２．出資金   376   376  －

３．関係会社長期貸付金   223,663   80,263  △143,400

４．破産更生債権   3,076   3,072  △4

５．長期前払費用   14,260   13,295  △964

６．繰延税金資産   70,111   71,565  1,454

７．差入保証金   758,712   858,050  99,337

８．保険積立金   22,282   24,796  2,514

貸倒引当金   △3,076   △21,172  △18,095

投資その他の資産合計   1,115,704 32.7  1,056,545 27.9 △59,158

固定資産合計   1,523,130 44.7  1,538,996 40.6 15,866

資産合計   3,411,132 100.0  3,790,698 100.0 379,566
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前事業年度

（平成18年８月31日）
当事業年度

（平成19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 ※１  148,691   176,291  27,600

２．短期借入金   300,000   100,000  △200,000

３．１年以内返済予定
長期借入金

  73,853   58,604  △15,249

４．１年以内償還予定社債   25,000   150,000  125,000

５．未払金 ※１  139,894   117,399  △22,494

６．未払費用   77,886   88,536  10,650

７．未払法人税等   137,191   212,528  75,337

８．未払消費税等   761   40,531  39,770

９．前受金   69,174   83,607  14,433

10．預り金   7   －  △7

11. 前受収益   354   242  △111

12．ポイント引当金   34,032   38,324  4,292

13. その他   429   822  393

流動負債合計   1,007,275 29.5  1,066,889 28.1 59,614

Ⅱ　固定負債         

１．社債   150,000   －  △150,000

２．長期借入金   5,000   105,594  100,594

３．退職給付引当金   14,936   17,105  2,168

４．役員退職慰労引当金   146,065   128,992  △17,072

固定負債合計   316,002 9.3  251,692 6.7 △64,310

負債合計   1,323,277 38.8  1,318,581 34.8 △4,695

         

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

 １．資本金   693,750 20.3  693,750 18.3 －

 ２．資本剰余金         

　 　　 資本準備金  800,400   800,400    

　　資本剰余金合計   800,400 23.5  800,400 21.1 －

 ３．利益剰余金         

　　(1) 利益準備金  4,000   4,000    

    (2) その他利益剰余金         

 　　　 別途積立金  38,300   38,300    

 　　　 繰越利益剰余金  551,404   935,667    

 　 利益剰余金合計   593,704 17.4  977,967 25.8 384,262

　　株主資本合計 　   2,087,854 61.2  2,472,117 65.2 384,262

　　純資産合計   2,087,854 61.2  2,472,117 65.2 384,262

 　 負債純資産合計   3,411,132 100.0  3,790,698 100.0 379,566
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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   6,331,053 100.0  6,524,489 100.0 193,436

Ⅱ　売上原価         

１．期首商品たな卸高  847,514   1,008,254    

２．期首材料たな卸高  51,482   38,334    

３．当期商品仕入高  2,314,213   1,963,841    

４．当期材料仕入高 ※１ 175,259   227,106    

５．当期外注工賃  322,448   372,565    

合計  3,710,918   3,610,102    

６．他勘定振替高 ※２ 529   －    

７．期末商品たな卸高  1,008,254   846,737    

８．期末材料たな卸高  38,334 2,663,799 42.1 44,905 2,718,359 41.7 54,560

売上総利益   3,667,254 57.9  3,806,129 58.3 138,875

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※３  3,027,350 47.8  2,997,194 45.9 △30,156

営業利益   639,904 10.1  808,935 12.4 169,031

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  5,086   6,572    

２．受取配当金  15   5    

３．受取手数料 ※５ 7,936   20,121    

４．雑収入  1,291 14,328 0.2 7,617 34,316 0.5 19,988

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  6,590   7,745    

２．社債利息  1,020   706    

３．支払手数料  －   9,000    

４．為替差損  3,235   1,538    

５．支払保証料  1,439   －    

６．雑損失  383 12,668 0.2 1,148 20,138 0.3 7,469

経常利益   641,563 10.1  823,113 12.6 181,549

Ⅵ　特別利益         

役員退職慰労引当金
戻入益 

  －   6,637 0.1 6,637

Ⅶ　特別損失         

１．固定資産除却損 ※４ 559   25,274    

２．店舗解約損  11,500   5,332    

３．リース契約解約損  16,094   14,532    

４．貸倒引当金繰入額  18,487   －    

５．関係会社株式評価損  10,000 56,642 0.9 － 45,139 0.7 △11,503

税引前当期純利益   584,921 9.2  784,612 12.0 199,690

法人税、住民税及び
事業税

 237,990   331,219    

法人税等調整額  27,807 265,797 4.2 10,730 341,949 5.2 76,152

当期純利益   319,124 5.0  442,662 6.8 123,538
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(3）株主資本等変動計算書

前事業年度（自　平成17年９月１日　至　平成18年８月31日）

 

 株　主　資　本

 資本金

 資本剰余金  利益剰余金

 資本準備金  利益準備金
 その他利益剰余金

 別途積立金

平成17年８月31日残高（千円） 693,750 800,400 4,000 38,300

事業年度中の変動額     

 　 剰余金の配当     

　  当期純利益　　　     

事業年度中の変動額合計（千円） － － － －

平成18年８月31日残高（千円） 693,750 800,400 4,000 38,300

 

 

 
株  主  資  本

株主資本合計  純資産合計
利益剰余金

利益剰余金合計その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

平成17年８月31日残高（千円） 284,840 327,140 1,821,290 1,821,290

事業年度中の変動額     
 　 剰余金の配当 △52,560 △52,560 △52,560 △52,560

　  当期純利益　　　 319,124 319,124 319,124 319,124

事業年度中の変動額合計（千円） 266,564 266,564 266,564 266,564

平成18年８月31日残高（千円） 551,404 593,704 2,087,854 2,087,854
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当事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

 

 株　主　資　本

 資本金

 資本剰余金  利益剰余金

 資本準備金  利益準備金
 その他利益剰余金

 別途積立金

平成18年８月31日残高（千円） 693,750 800,400 4,000 38,300

事業年度中の変動額     

 　 剰余金の配当     

　  当期純利益　　　     

事業年度中の変動額合計（千円） － － － － 

平成19年８月31日残高（千円） 693,750 800,400 4,000 38,300

 

 

 
株  主  資  本

株主資本合計  純資産合計
利益剰余金

利益剰余金合計その他利益剰余金 

繰越利益剰余金 

平成18年８月31日残高（千円） 551,404 593,704 2,087,854 2,087,854

事業年度中の変動額     
 　 剰余金の配当 △58,400 △58,400 △58,400 △58,400

　  当期純利益　　　 442,662 442,662 442,662 442,662

事業年度中の変動額合計（千円） 384,262 384,262 384,262 384,262

平成19年８月31日残高（千円） 935,667 977,967 2,472,117 2,472,117
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

１．有価証券の評価基準及び

評価方法

関係会社株式

　移動平均法による原価法を採用しており

ます。

関係会社株式

同左

２．デリバティブ等の評価

基準及び評価方法

デリバティブ

　時価法により評価しております。

デリバティブ

同左

３．たな卸資産の評価基準

及び評価方法

(1）商品

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(1）商品

同左

 (2）材料

　移動平均法による原価法を採用してお

ります。

(2）材料

同左

４．固定資産の減価償却の

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

　定率法（ただし、平成10年４月１日以

降に取得した建物（付属設備を除く）は

定額法）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　　　７～15年

器具備品　３～８年

 

 (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

５．繰延資産の処理方法 － －

   

６．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。

(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に付与したポ

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されると見

込まれる額を計上しております。

(2）ポイント引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

 (3）退職給付引当金

　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

　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

７．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

８．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。

(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

 

 

 (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

 

９．その他財務諸表作成の

ための基本となる重要な

事項

(1)消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

(1)消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

 (固定資産の減損に係る会計基準)

　当事業年度より、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。

 ─────

 (貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準)

　当事業年度より、貸借対照表の純資産の部の表示に関す

る会計基準（企業会計基準第５号平成17年12月９日）及び

「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８号平成17年12月９

日）を適用しております。

　従来の「資本の部」の合計に相当する金額は2,087,854

千円であります。

　前事業年度における「資本の部」は、当事業年度から

「純資産の部」として表示しております。

　前事業年度において独立掲記しておりました「資本

金」、「資本剰余金」及び「利益剰余金」は当事業年度に

おいては「株主資本」の内訳科目として表示しております。

 ─────

 ─────  (減価償却方法の変更)

　当事業年度より、法人税法の改正に伴い、平成19年４月

１日以降取得の有形固定資産については、改正法人税法に

規定する償却方法により、減価償却費を計上しておりま

す。

  なお、この変更に伴う、営業利益、経常利益、税引前当

期純利益に与える影響は軽微であります。

表示方法の変更

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

（損益計算書関係）

  「支払保証料」は、前事業年度まで営業外費用の「その

他」に含めておりましたが、当事業年度において支払保証

料の金額が営業外費用の100分の10を超えたため、区分掲

記しております。

　なお、前事業年度における「支払保証料」の金額は2,090

千円であります。

（損益計算書関係）

  前事業年度において区分掲記しておりました「支払保証

料」（当期669千円）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「雑損失」に含めて表示す

ることにしました。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年８月31日）

当事業年度
（平成19年８月31日）

※１．関係会社項目 ※１．関係会社項目

 　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

 　  未収入金　　　　　43,130千円

     買掛金　　　　　　34,727千円

     未払金　　　 　　　2,729千円

 　関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

 　  未収入金　　　　　 54,385千円

     買掛金　　　　　　 42,790千円

     未払金　　　 　　　17,289千円

　２．偶発債務

 下記の子会社のリース債務及び輸入信用状開設に対

し保証を行っております。

　２．偶発債務

 下記の子会社のリース債務及び輸入信用状開設に対

し保証を行っております。

保証先 金額（千円） 内容

（株）オンリー

 ファクトリー 
5,658 リース債務 

（株）オンリー

 ファクトリー
200,000 銀行取引債務 

合計 205,658  

 上記のほか、（株）オンリーファクトリーの為替予

約取引について債務保証しております。

保証先 金額（千円） 内容

（株）オンリー

 ファクトリー 
2,837 リース債務 

（株）オンリー

 ファクトリー
159,920 銀行取引債務 

合計 162,757  

 上記のほか、（株）オンリーファクトリーの為替予

約取引について債務保証しております。

 － 　３．　当社においては、運転資金の効率的な調達を行う

ため、取引銀行６行とコミットメントライン（特定

融資枠契約）を締結しております。この契約に基づ

く当事業年度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

コミットメントラインの総額  1,000,000千円

借入実行残高        100,000千円

差引額        900,000千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

※１．生産委託先が使用する材料（生地）を指定するため

に当社が一括購入し、生産委託先に供給しております。

※１．生産委託先が使用する材料（生地）を指定するため

に当社が一括購入し、生産委託先に供給しております。

※２．他勘定振替高の内訳は次のとおりであります。

販売費及び一般管理費 529千円

 ─────

※３．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。

※３．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 51,020千円

給与・賞与 733,381千円

退職給付費用 6,280千円

役員退職慰労引当金繰入額 8,247千円

地代家賃 1,092,224千円

リース料 144,414千円

減価償却費 77,198千円

役員報酬       31,380千円

給与・賞与      699,589千円

退職給付費用      4,780千円

役員退職慰労引当金繰入額      5,065千円

地代家賃    1,028,969千円

リース料     160,512千円

減価償却費       74,997千円

※４．固定資産除却損は次のとおりであります。 ※４．固定資産除却損は次のとおりであります。

建物 559千円 建物    22,320千円

器具及び備品    1,766千円

ソフトウェア    565千円

長期前払費用   622千円

 ※５．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

　　 おります。

 ※５．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

　　 おります。

関係会社よりの受取手数料 7,936千円 関係会社よりの受取手数料      20,121千円
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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 4,594 1,731 2,862

器具及び備品 449,196 208,931 240,264

ソフトウェア 51,280 36,985 14,294

合計 505,070 247,649 257,421

 
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 2,772 1,821

器具及び備品 515,884 236,930 278,953

ソフトウェア 84,269 29,863 54,405

合計 604,748 269,566 335,181

(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 112,567千円

１年超 149,534千円

合計 262,102千円

１年内        130,496千円

１年超        209,258千円

合計        339,754千円

(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 128,503千円

減価償却費相当額 120,824千円

支払利息相当額 8,292千円

支払リース料        149,522千円

減価償却費相当額        141,460千円

支払利息相当額      8,296千円

(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

(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

 ２．オペレーティング・リース取引

　　　未経過リース料

１年内 63,560千円

１年超 132,517千円

合計 196,078千円

 ２．オペレーティング・リース取引

　　　未経過リース料

１年内       110,142千円

１年超        208,597千円

合計        318,740千円

（有価証券関係）

有価証券

前事業年度（平成18年８月31日）

　関係会社株式で時価のあるものはありません。

当事業年度（平成19年８月31日）

　関係会社株式で時価のあるものはありません。
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（税効果会計関係）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19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 19,873千円

未払事業税 11,172千円

ポイント引当金 13,810千円

未払賞与 11,097千円

リース債務 5,866千円

その他 9,834千円

繰延税金資産（流動）合計 71,654千円

商品     4,093千円

未払事業税     17,012千円

ポイント引当金     15,552千円

未払賞与     10,026千円

未払費用     10,324千円

その他      2,460千円

繰延税金資産（流動）合計     59,469千円

(2）固定資産 (2）固定資産

役員退職慰労引当金 59,273千円

退職給付引当金 6,061千円

関係会社株式評価損 4,058千円

その他 718千円

繰延税金資産（固定）合計 70,111千円

役員退職慰労引当金     52,345千円

退職給付引当金      6,941千円

関係会社株式評価損      4,058千円

関係会社貸倒引当金      7,502千円

その他    718千円

繰延税金資産（固定）合計     71,565千円

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 0.1％

住民税均等割 4.6％

その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等負担率 45.3％

法定実効税率 40.6％

（調整）  

交際費等永久差異 0.2％

住民税均等割 2.8％

その他 0.0％

税効果会計適用後の法人税等負担率 43.6％
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

１株当たり純資産額 178,754円69銭

１株当たり当期純利益金額 27,322円26銭

１株当たり純資産額       52,913円47銭

１株当たり当期純利益金額       9,474円79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、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。

  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。

 
前事業年度

（自　平成17年９月１日
至　平成18年８月31日）

当事業年度
（自　平成18年９月１日
至　平成19年８月31日）

当期純利益（千円） 319,124 442,662

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） 319,124 442,662

期中平均株式数（株） 11,680 46,720

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益の算定に含めなかった

潜在株式の概要

新株予約権１種類（新株予約権によ

る潜在株式の数　800株）

新株予約権１種類（新株予約権によ

る潜在株式の数　   3,200株）

  （注）平成18年９月１日付で１株を４株に分割しております。これにより新株予約権による潜在株式の数は、3,200株

　　　　となっております。
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（重要な後発事象）

 

前事業年度（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

　　　した。

 

当該株式分割が前事業年度の期首に行われたと仮定した場合の前事業年度における１株当たり情報及び当事業年

度の期首に行われたと仮定した場合の当事業年度における１株当たり情報は、それぞれ以下のとおりとなりま

す。

 

　　　　　　　　　　　　　　　前事業年度　　　　当事業年度

　１株当たり純資産額　　　　　38,983円10銭　　　44,688円67銭

　１株当たり当期純利益金額　　 7,286円47銭　　　 6,830円56銭

　

　なお、前事業年度の潜在株式調整後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。また、当事業年度の潜在株式調整後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。

 

当事業年度（自　平成18年９月１日　至　平成19年８月31日）

　　該当事項はありません。
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６．その他
(1）役員の異動

 ①　代表取締役の異動

 　　該当事項はありません。

 　　②　その他の役員の異動

 　　　・新任取締役候補

 　　　　　取締役　　中村　直樹　（現　管理本部長）

 

 　　③　就任予定日

 　　　　平成19年11月26日

 

 

(2）その他

 　該当事項はありません。
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