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1.  平成21年8月期第1四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成20年11月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年8月期第1四半期 3,740 ― 858 ― 875 ― 532 ―

20年8月期第1四半期 3,353 21.0 782 38.9 796 42.9 63 △80.9

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年8月期第1四半期 116.72 ―

20年8月期第1四半期 13.12 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年8月期第1四半期 13,275 4,948 37.3 1,134.39
20年8月期 12,482 4,858 38.9 1,020.25

（参考） 自己資本   21年8月期第1四半期  4,948百万円 20年8月期  4,858百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

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

21年8月期（予想） ――― 15.00 ― 20.00 
～25.00

35.00
～40.00

3.  平成21年8月期の連結業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純

利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期連結累計期間 6,160 3.9 790 2.1 770 △2.5 450 799.9 93.30
通期 12,300 4.6 1,730 24.1 1,720 21.1 1,000 176.0 207.34

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) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

（注）詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

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

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年8月期第1四半期  4,844,600株 20年8月期  4,844,600株

② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期  482,305株 20年8月期  82,239株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年8月期第1四半期  4,562,323株 20年8月期第1四半期  4,843,251株
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定性的情報・財務諸表等 

１．連結経営成績に関する定性的情報 

 当第１四半期連結会計期間における我が国の経済は、欧米諸国に加えて新興国における金融不安の高まりによる設

備投資の減少、急激な株価下落や円高により企業業績に大きな影響を与えました。また、雇用の削減により個人消費

が伸び悩むなど景気の減速が鮮明になってまいりました。 

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

業であるショップ事業（レンタル及び直販）に引続き注力するとともに、原価コスト低減及び安定した生産数量の確

保、生産リスクの分散を図るため、ベトナム社会主義共和国における製造子会社の設立に着手いたしました。 

 また、多様化するお客様のニーズやデフレ環境に対応するため、低価格帯商品の開発に積極的に取り組むととも

に、平成20年10月には、流行に敏感な女性に向けて可憐さをイメージした「JILLSTUART」、ロマンティックをイメー

ジした「Barbie BRIDAL」の２つの新ブランドを発表いたしました。  

 以上の結果から、当第１四半期連結会計期間の売上高は3,740百万円、営業利益は858百万円、経常利益は875百万

円と順調に推移し、四半期純利益は532百万円となりました。 

  

２．連結財政状態に関する定性的情報 

① 資産、負債及び純資産の状況  

 当第１四半期連結会計期間末の流動資産は、前連結会計年度末に比べ643百万円増加し、4,157百万円となりまし

た。これは主に受取手形及び売掛金495百万円の増加によるものであります。固定資産は、前連結会計年度末に比べ

149百万円増加し、9,117百万円となりました。これは主に投資その他の資産192百万円の増加によるものでありま

す。この結果、資産合計は前連結会計年度末に比べ792百万円増加し、13,275百万円となりました。 

 流動負債は、前連結会計年度末に比べ330百万円増加し4,524百万円となりました。これは主に、１年内返済予定の

長期借入金128百万円、賞与引当金126百万円の増加によるものであります。固定負債は、前連結会計年度末に比べ

372百万円増加し、3,801百万円となりました。これは主に長期借入金の増加によるものであります。この結果、負債

合計は前連結会計年度末に比べ702百万円増加し、8,326百万円となりました。 

 純資産は、前連結会計年度末に比べ89百万円増加し4,948百万円となりました。これは主に、利益剰余金が461百万

円増加した一方で、当第１四半期連結会計期間において自己株式を356百万円取得したこと等によるものでありま

す。この結果、自己資本比率は37.3％となりました。  

② キャッシュ・フローの状況  

 当第１四半期連結会計期間におけるキャッシュ・フローは、営業活動によるキャッシュ・フローが272百万円の収

入、投資活動によるキャッシュ・フローが86百万円の支出、財務活動によるキャッシュ・フローが8百万円の支出と

なり、この結果、当第１四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物（以下「資金」という）期末残高は、1,103百

万円となりました。 

 当第１四半期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） 

 営業活動により得られた資金は272百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益875百万円、減価

償却費96百万円、賞与引当金の増加126百万円等を源泉とする収入があった一方で、売上債権の増加545百万円、法人

税等の支払額402百万円等の支出によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動により使用した資金は86百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得による支出63百万円、貸

付けによる支出25百万円によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動により使用した資金は8百万円となりました。これは主に、長期借入れによる830百万円の収入があった一

方で、短・長期借入金の返済359百万円、自己株式の取得356百万円、配当金の支払額62百万円等の支出によるもので

あります。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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

  

㈱クラウディア（3607）　平成21年８月期　第１四半期決算短信

－ 2 －



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） 

 該当する事項はありません。 

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

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

よっております。 

  

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

    ① 「四半期財務諸表に関する会計基準」等の適用 

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

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

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

    ② 「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用 

      当第１四半期連結会計期間より、「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号 平成18年７

月５日）を適用し、評価基準については原価法から原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）に変更

しております。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

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

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

い」（実務対応報告第18号 平成18年５月17日）を適用しております。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 

    ④ 「リース取引に関する会計基準」の適用 

      所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会 会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

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

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

理によっております。 

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

を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。 

 ただし、リース取引開始日がリース会計基準等適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 なお、この変更に伴う損益に与える影響はありません。 
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,133,361 1,063,886

受取手形及び売掛金 1,866,331 1,370,418

商品及び製品 258,907 253,030

原材料 119,252 113,977

仕掛品 185,281 196,499

貯蔵品 134,224 128,672

繰延税金資産 230,599 178,652

その他 283,049 237,846

貸倒引当金 △53,755 △29,006

流動資産合計 4,157,251 3,513,976

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 3,835,050 3,806,726

減価償却累計額 △1,223,015 △1,179,839

建物及び構築物（純額） 2,612,034 2,626,886

機械装置及び運搬具 252,117 254,296

減価償却累計額 △160,575 △157,011

機械装置及び運搬具（純額） 91,542 97,285

工具、器具及び備品 354,699 384,708

減価償却累計額 △205,659 △223,994

工具、器具及び備品（純額） 149,040 160,713

土地 3,030,348 3,030,348

建設仮勘定 － 2,101

有形固定資産合計 5,882,965 5,917,335

無形固定資産   

借地権 23,182 23,280

のれん 279,530 288,001

その他 7,749 7,749

無形固定資産合計 310,462 319,031

投資その他の資産   

投資有価証券 117,400 118,559

保険積立金 360,404 350,948

差入保証金 1,959,983 1,930,409

繰延税金資産 203,448 194,654

その他 358,934 232,319

貸倒引当金 △75,835 △94,756

投資その他の資産合計 2,924,336 2,732,134

固定資産合計 9,117,765 8,968,501

資産合計 13,275,016 12,482,477
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 454,539 359,838

短期借入金 1,315,812 1,405,000

1年内償還予定の社債 120,000 120,000

1年内返済予定の長期借入金 980,493 852,294

未払法人税等 326,296 325,870

賞与引当金 256,544 129,737

役員賞与引当金 24,999 29,150

その他 1,046,259 972,919

流動負債合計 4,524,944 4,194,809

固定負債   

社債 800,000 860,000

長期借入金 2,546,718 2,115,406

役員退職慰労引当金 416,904 412,554

その他 37,910 40,915

固定負債合計 3,801,533 3,428,875

負債合計 8,326,477 7,623,684

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,071,590 1,071,590

資本剰余金 1,102,138 1,102,138

利益剰余金 3,205,779 2,744,681

自己株式 △459,030 △102,561

株主資本合計 4,920,476 4,815,848

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △454 233

為替換算調整勘定 28,517 42,711

評価・換算差額等合計 28,062 42,945

純資産合計 4,948,539 4,858,793

負債純資産合計 13,275,016 12,482,477
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

売上高 3,740,809

売上原価 1,114,676

売上総利益 2,626,132

販売費及び一般管理費 1,767,918

営業利益 858,214

営業外収益  

受取利息 1,057

受取配当金 12

受取賃貸料 10,756

受取手数料 8,028

為替差益 9,696

その他 7,553

営業外収益合計 37,103

営業外費用  

支払利息 18,352

その他 1,922

営業外費用合計 20,274

経常利益 875,042

税金等調整前四半期純利益 875,042

法人税、住民税及び事業税 402,904

法人税等調整額 △60,394

法人税等合計 342,510

四半期純利益 532,532
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（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 875,042

減価償却費 96,097

のれん償却額 8,470

貸倒引当金の増減額（△は減少） 6,502

賞与引当金の増減額（△は減少） 126,743

役員賞与引当金の増減額（△は減少） △4,151

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 4,350

受取利息及び受取配当金 △1,069

支払利息 18,352

売上債権の増減額（△は増加） △545,778

たな卸資産の増減額（△は増加） △6,575

差入保証金の増減額（△は増加） △10,256

仕入債務の増減額（△は減少） 95,416

未払消費税等の増減額（△は減少） 35,135

その他 △6,255

小計 692,025

利息及び配当金の受取額 1,575

利息の支払額 △18,814

法人税等の支払額 △402,721

営業活動によるキャッシュ・フロー 272,064

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 △100,546

定期預金の払戻による収入 100,144

有形固定資産の取得による支出 △63,260

貸付けによる支出 △25,695

貸付金の回収による収入 2,652

投資活動によるキャッシュ・フロー △86,706

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の純増減額（△は減少） △113,000

長期借入れによる収入 830,000

長期借入金の返済による支出 △246,676

社債の償還による支出 △60,000

自己株式の取得による支出 △356,468

配当金の支払額 △62,493

財務活動によるキャッシュ・フロー △8,638

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,789

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 174,929

現金及び現金同等物の期首残高 928,264

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,103,194
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   当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

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

従い四半期連結財務諸表を作成しております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

（５）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

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

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

① 取得株式の種類  当社普通株式  

② 取得株式の総数  400,000株 

③ 取得価額の総額  356,400千円 

④ 取得日      平成20年10月９日 

⑤ 取得方法     東京証券取引所の自己株式立会外買付取引による買付け 
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「参考資料」 

前四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

科目 

前年同四半期 
（平成20年８月期 
第１四半期） 

金額（千円） 

Ⅰ 売上高 3,353,500 

Ⅱ 売上原価 957,316 

 売上総利益 2,396,184 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 1,613,552 

 営業利益 782,631 

Ⅳ 営業外収益 33,146 

Ⅴ 営業外費用 19,363 

 経常利益  796,414 

Ⅵ 特別利益  － 

Ⅶ 特別損失  438,956 

 税金等調整前四半期純利益  357,457 

 税金費用  293,896 

 四半期純利益  63,560 
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（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

 
前年同四半期 

（平成20年８月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益  357,457 

減価償却費  86,312 

のれん償却費  8,470 

貸倒引当金の増加・減少（△）額 2,804 

賞与引当金の増加・減少（△）額  113,300 

役員賞与引当金の増加・減少（△）額  △19,950 

役員退職慰労引当金の増加・減少（△）額 399,481 

受取利息及び配当金   △848 

支払利息  17,670 

固定資産売却損  11 

固定資産除却損  5,536 

売上債権の増加（△）・減少額  △517,423 

たな卸資産の増加（△）・減少額  △51,887 

差入保証金等の増加（△）・減少額  △50,486 

仕入債務の増加・減少（△）額  196,955 

未払消費税等の増加・減少（△）額  △31,672 

その他  100,229 

小計 615,961 

利息及び配当金の受取額  851 

利息の支払額  △21,805 

法人税等の支払額  △508,954 

営業活動によるキャッシュ・フロー 86,053 
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前年同四半期 

（平成20年８月期 
第１四半期） 

区分 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の純増減額  21,127 

投資有価証券の取得による支出  △1,000 

有形固定資産の取得による支出  △449,508 

有形固定資産の売却による収入  238 

貸付金の回収による収入  150 

投資活動によるキャッシュ・フロー △428,993 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額  9,000 

長期借入れによる収入 700,000 

長期借入金の返済による支出  △400,063 

社債の償還による支出  △60,000 

自己株式の取得による支出  △44 

配当金の支払額  △41,617 

財務活動によるキャッシュ・フロー 207,275 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △8,986 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加・減少（△）額 △144,650 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 773,518 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高 628,868 
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