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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 2,441 ― 152 ― 144 ― 84 ―

20年8月期第1四半期 3,015 △9.6 219 △5.7 204 △8.0 122 △8.7

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 9.94 ―

20年8月期第1四半期 14.47 ―

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 6,376 2,234 33.8 254.86
20年8月期 5,975 2,161 34.8 245.88

（参考） 自己資本   21年8月期第1四半期  2,155百万円 20年8月期  2,079百万円

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 ― ― ― ― 0.00
21年8月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年8月期（予想） ――― ― ― ― 0.00

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 4,700 84.8 160 ― 140 ― 50 ― 5.91
通期 9,100 94.2 160 ― 120 ― 10 ― 1.18

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】 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） 

（注）詳細は３ページ【定性的情報・財務諸表】 ４．その他をご覧ください  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．上記に記載した業績予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に影響を与える不確実な要因に係る本資料発表日現在における
仮定を前提にしております。実際の業績は、今後の様々な要因によって異なる可能性があります。連結業績予想につきましては、添付書類３頁をご参照ください。 
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。  

 

新規 ― 社 （社名 ） 除外 ― 社 （社名 ）

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  8,988,000株 20年8月期  8,988,000株

② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期  529,958株 20年8月期  529,958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  8,458,042株 20年8月期第1四半期  8,459,400株



 当第１四半期（平成20年９月１日～平成20年11月30日）におけるわが国経済は、米国のサブプライムローン問題

を発端とする金融市場の混乱や景気減速の影響を受け、企業の設備投資、生産、輸出が減少するとともに、個人消

費も弱含みとなるなど、景気の先行きに更なる厳しさが予想される状況でありました。  

    当社が属するファッション業界におきましても、個人消費の低迷により厳しい状況で推移いたしました。 

当第１四半期の連結業績は、駅ビル、ファッションビルを主力販路とするヤング・キャリアブランド事業が順調に

推移したものの、百貨店販路を中心とするミセスブランド事業が苦戦を強いられ、原価低減と販売管理費の削減に

努めたものの、売上高2,441百万円（前年同期比19.1％減）、営業利益152百万円（前年同期比30.6％減）、経常利

益144百万円（前年同期比29.2％減）、四半期純利益84百万円（前年同期比31.4％減）となりました。 

     ブランド事業別の概況は以下のとおりであります。 

  ① ミセスブランド事業 

 「セットフォア」は主力店舗を中心に前年同期比微増収となったものの、百貨店市場の市況低迷の影響により

「ビーシーアミ」は苦戦を強いられ、売上高1,326百万円（前年同期比16.1％減）、営業利益186百万円（前年同期

比32.1％減）となりました。 

  ② ヤング・キャリアブランド事業 

 渋谷109を主力店舗とする「デイライル」は、２店舗の新規出店効果、商品企画の充実とプロモーションとの連

携強化により、既存店舗の大幅増収を果たすとともに、昨年５月に関西地区に大型店を出店した「アナディス」

「アナカ」は、市場における存在感をさらに高めた結果、売上高は855百万円（前年同期比9.7％増）、営業利益85

百万円（前年同期比11.7％増）と大幅増益となりました。 

  ③ インポートブランド事業 

 前中間連結会計期間まで連結子会社でありました株式会社ユーロモーダの所有株式の譲渡により、売上高は82百

万円（前年同期比82.5％減）、営業損失22百万円（前年同期は営業損失15百万円）となりました。 

  ④ メンズブランド事業 

 デニムブランド「ドゥニーム」を展開しているメンズブランド事業は、事務所移転等による販売費及び一般管理

費の削減により、売上高は176百万円（前年同期比2.2％減）、営業損失５百万円（前年同期は営業損失35百万円）

となりました。 

  

 （１）資産、負債及び純資産の状況 

  （資産） 

    当第１四半期連結会計期間末における資産合計は、前連結会計年度末より400百万円増加し、6,376百万円となり

ました。 

    また、自己資本比率は前連結会計年度末より1.0ポイント低下の33.8％となりました。 

  （負債） 

    当第１四半期連結会計期間末における負債合計は、前連結会計年度末より327百万円増加し、4,142百万円となり

ました。 

  （純資産） 

    当第１四半期連結会計期間末における純資産合計は、前連結会計年度末より72百万円増加し、2,234百万円とな

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末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比べ

て40百万円増加し986百万円となりました。 

    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） 

    営業活動により増加した資金は173百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益144百万円と減

価償却費36百万円によるものであります。 

  （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動により減少した資金は41百万円となりました。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） 

    財務活動により減少した資金は88百万円となりました。これは主に、長期借入金の返済によるものであります。

  

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 

２．連結財政状態に関する定性的情報 



  平成20年10月17日に公表いたしました第２四半期連結累計期間及び通期の連結業績予想に変更はありません。 

  

  該当事項はありません。  

  

①固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している固定資産の減価償却費については、当連結会計年度に係る年間の減価償却費の額を期間

按分する方法により算定しております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

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） 

（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 

（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                     

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、主として総平均法による原価法によっておりまし

たが、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）が適用されたことに伴い、主として総平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法）により算定しております。 

 この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利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。 

 この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利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」等の適用 

 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。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。また、リース取引開始日が会計基準適用

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

準じた会計処理を適用しております。 

 この変更に伴う営業利益、経常利益及び税金等調整前四半期純利益に与える影響はありません。 



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 994,619 958,387

受取手形及び売掛金 1,248,717 976,576

たな卸資産 1,450,863 1,371,984

その他 224,484 178,971

貸倒引当金 △17,923 △16,534

流動資産合計 3,900,761 3,469,385

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 969,377 980,740

土地 908,746 908,746

その他 132,920 138,085

有形固定資産合計 2,011,044 2,027,572

無形固定資産   

のれん 1,785 7,142

その他 23,977 24,581

無形固定資産合計 25,762 31,724

投資その他の資産   

その他 497,491 504,345

貸倒引当金 △58,931 △57,283

投資その他の資産合計 438,560 447,062

固定資産合計 2,475,366 2,506,358

資産合計 6,376,128 5,975,743



（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 1,469,931 1,113,101

短期借入金 1,167,252 1,102,035

1年内返済予定の長期借入金 553,082 524,865

1年内償還予定の社債 65,000 30,000

未払法人税等 46,237 56,817

売上値引等調整引当金 57,432 25,906

賞与引当金 11,899 6,108

役員賞与引当金 1,388 －

ブランド整理損失引当金 12,578 15,723

その他 305,519 278,829

流動負債合計 3,690,320 3,153,386

固定負債   

社債 150,000 200,000

長期借入金 267,958 425,753

退職給付引当金 11,909 11,448

その他 21,893 23,628

固定負債合計 451,760 660,829

負債合計 4,142,081 3,814,215

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,050,900 1,050,900

資本剰余金 1,016,823 1,154,280

利益剰余金 322,827 101,326

自己株式 △203,202 △203,202

株主資本合計 2,187,347 2,103,303

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △27,387 △20,887

為替換算調整勘定 △4,373 △2,796

評価・換算差額等合計 △31,761 △23,683

少数株主持分 78,461 81,908

純資産合計 2,234,047 2,161,528

負債純資産合計 6,376,128 5,975,743



（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 2,441,204

売上原価 1,245,702

売上総利益 1,195,501

売上値引等調整引当金戻入額 25,906

売上値引等調整引当金繰入額 57,432

差引売上総利益 1,163,975

販売費及び一般管理費  

貸倒引当金繰入額 3,884

給料及び賞与 345,280

賞与引当金繰入額 6,288

役員賞与引当金繰入額 1,388

その他 654,657

販売費及び一般管理費合計 1,011,497

営業利益 152,477

営業外収益  

受取利息 46

為替差益 2,394

その他 2,514

営業外収益合計 4,954

営業外費用  

支払利息 12,278

その他 430

営業外費用合計 12,708

経常利益 144,723

税金等調整前四半期純利益 144,723

法人税、住民税及び事業税 50,701

法人税等調整額 602

少数株主利益 9,376

四半期純利益 84,044



（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 144,723

減価償却費 36,969

のれん償却額 5,357

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,037

売上値引等調整引当金の増減額（△は減少） 31,526

支払利息 12,278

売上債権の増減額（△は増加） △275,469

たな卸資産の増減額（△は増加） △90,487

仕入債務の増減額（△は減少） 358,414

その他 20,751

小計 247,101

利息の支払額 △12,610

法人税等の支払額 △61,280

営業活動によるキャッシュ・フロー 173,210

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △42,339

その他 423

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,916

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入れによる収入 93,010

短期借入金の返済による支出 △22,950

長期借入金の返済による支出 △129,578

社債の償還による支出 △15,000

長期未払金の返済による支出 △1,735

少数株主への配当金の支払額 △12,648

財務活動によるキャッシュ・フロー △88,901

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,459

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 40,932

現金及び現金同等物の期首残高 945,977

現金及び現金同等物の四半期末残高 986,910



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

 当社グループは、前連結会計年度まで継続して営業損失及び当期純損失を計上しております。当第１四半期連結

会計期間は営業利益及び四半期純利益を計上しましたが、本格的な業績の回復を確認できるまでには至っていない

ため、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 このような状況を解消すべく以下の経営施策を実施いたしております。 

   １．ミセスブランド事業 

 生産体制の見直しによる原価低減を図るとともに、既存店舗のリニューアル推進による活性化と地方中核都市へ

の出店を行います。専門店取引におきましては取引条件の見直し、展示会での適正受注量の徹底による値引き返品

取引の抑制を図ります。また、展開ブランドの一部廃止による事業収益の改善、商品企画・生産・仕入・販売機能

の連携強化による在庫ロスの削減、固定費を中心とした販売費及び一般管理費の削減を図ります。 

    ２．ヤング・キャリアブランド事業 

 生産リードタイムの短縮を図り、生産・仕入計画の精度向上と機動的な販売計画の見直しによる在庫ロスの削減

に努め、売上総利益の増加を図ります。また、展開ブランドの一部廃止による事業収益の改善、プロモーション強

化によるブランドテイストの再構築を図りつつ、２店舗（仙台・京都）の出店を実施するとともに、多店舗化と自

社運営によるＷＥＢ販売を強化・充実させていきます。 

    ３．インポートブランド事業 

 資本業務提携しております豊田通商株式会社との共同事業をスタートさせ、事業の再構築を図ります。また、

「シャンテクレール」は、ハイジュエリーブランドとしてのポジションを確立し、著名人とのタイアップ強化で更

なる認知度アップを図ります。 

    ４．経営管理機能の強化 

 資本業務提携しております豊田通商株式会社の協力のもと、ブランド事業の再構築と新規事業への取組を積極的

に推進するとともに、生産・仕入計画の精度向上、機動的な出店・販売計画の見直し、適正在庫の検討・見直しな

ど、経営管理機能の強化を引き続き実行してまいります。                

 四期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、継続企業の前提に関する重要な疑義の影響を四半期

連結財務諸表には反映しておりません。 

    

       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） 

             当社グループは婦人服・紳士服の企画、製造及び販売の単一事業のため、該当事項はありません。 

  

    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） 

      本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計額に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント

  情報の記載を省略しております。   

  

  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） 

   海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。   

  

（４）継続企業の前提に関する注記 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記 

 該当事項はありません。 



「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  3,015,855

Ⅱ 売上原価  1,519,679

売上総利益 
  

 1,496,176

  
売上値引等調整引当金戻入
額 
  

 43,178

  
売上値引等調整引当金繰入
額 
  

 99,328

  
差引売上総利益 
  

 1,440,026

Ⅲ 販売費及び一般管理費  1,220,320

営業利益  219,705

Ⅳ 営業外収益  7,975

Ⅴ 営業外費用  23,147

経常利益  204,532

Ⅵ 特別利益  2,148

税金等調整前四半期純利益  206,680

税金費用   79,262

少数株主利益  4,987

四半期純利益  122,430
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