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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 30,968 ― 2,275 ― 2,257 ― 320 ―
20年8月期第1四半期 31,840 1.3 3,631 △29.2 3,764 △26.9 2,035 △27.1

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 19.09 ―
20年8月期第1四半期 115.68 ―

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 71,033 33,423 46.5 1,969.50
20年8月期 64,890 33,818 51.6 1,996.08

（参考） 自己資本   21年8月期第1四半期  33,047百万円 20年8月期  33,494百万円

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 ― 50.00 50.00
21年8月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年8月期（予想） ――― 0.00 ― 50.00 50.00

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  有   

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 58,000 ― 700 ― 400 ― △1,200 ― △71.51
通期 115,000 △4.4 2,200 △63.0 1,600 △71.3 △800 ― △47.68

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） 

[(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。]  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
1.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.本資料に記載されている当社の業績見通しは、本資料の日付時点において入手可能な情報による判断及 
び仮定を前提にしており、実際の業績は様々な要因によって異なる場合があります。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 有
② ①以外の変更 有

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  17,780,200株 20年8月期  17,780,200株
② 期末自己株式数 21年8月期第1四半期  1,000,342株 20年8月期  1,000,342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  16,779,858株 20年8月期第1四半期  17,599,338株
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当第１四半期連結会計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の影響や円高の進行などによ

り、深刻な景気後退局面にあります。 

 アパレル業界においても、企業間競争の激化に加え、景気の悪化を受けた消費者の節約志向が急速に

高まるなど、一層厳しさを増しています。 

 このような環境のもと当社グループは、駅ビル・ファッションビルを主な販路とする新規ブランドの

立ち上げや比較的堅調なセレクトショップ業態の拡充に注力して参りましたが、消費マインドの急激な

冷え込みにより秋冬商材の売行きが総じて低迷するなど、非常に厳しい状況で推移いたしました。 

 以上の結果、当第１四半期連結会計期間の売上高は309億68百万円、営業利益は22億75百万円、経常

利益は22億57百万円となりました。また、投資有価証券評価損９億91百万円を含む特別損失10億71百万

円を計上し、四半期純利益は３億20百万円となりました。 

事業区分別の売上概況は次のとおりです。 
  

 
(注) 金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当第１四半期連結会計期間末の資産、負債及び純資産の状況 

 
総資産は、有価証券の減少（前期末比31億98百万円減）等があったものの、受取手形及び売掛金の

増加（前期末比38億14百万円増）、たな卸資産の増加（前期末比54億53百万円増）等により、61億42

百万円の増加となりました。 

負債は、支払手形及び買掛金の増加（前期末比45億62百万円増）、賞与引当金の増加（前期末比7

億36百万円増）、返品調整引当金の増加（前期末比5億84百万円増）等により、65億38百万円の増加

となりました。 

純資産は、利益剰余金の減少（前期末比5億18百万円減）等により、3億95百万円の減少となりまし

た。 

以上の結果、１株当たり純資産は26.58円の減少となりました。 

  

平成20年10月15日付け平成21年８月期の業績予想を修正致しました。詳細につきましては、本日(平成
21年１月14日付け)別途公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

【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

事業区分 売上高(百万円) 比率(％)

アパレル事業

 オリジナルブランド事業部門 22,791 73.6

 ライセンスブランド事業部門 3,263 10.5

 その他アパレル事業部門 4,888 15.8

アパレル事業小計 30,944 99.9

その他事業 24 0.1

合計 30,968 100.0

2. 連結財政状態に関する定性的情報

(単位:百万円)

前連結会計年度末
（平成20年８月31日）

当第１四半期連結会計期間末 
（平成20年11月30日）

増 減

総   資   産 64,890 71,033 6,142

負      債 31,071 37,610 6,538

純   資   産 33,818 33,423 △395

率自 己 資 本 比 51.6% 46.5% △5.1%

１株当たり純資産 1,996.08円 1,969.50円 △26.58円

3. 連結業績予想に関する定性的情報
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該当事項はありません。 
  

簡便な会計処理 

当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率等が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がない
と認められるため、前連結会計年度末の貸倒実績率等を使用して貸倒見積高を算定しております。 

たな卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ、正味売却価額を見
積り、簿価切下げを行う方法によっております。 

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。 

法人税等の納付税額の算定に関しては、加味する加減算項目や税額控除項目を重要なものに限定する
方法によっております。 
 繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降に経営環境等、かつ、一時差異
等の発生状況に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予想
やタックス・プランニングを利用する方法によっております。 

  

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 平成19年３月14日)
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 平成19年３月14
日)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。 

たな卸資産については、従来、当社及び主要な連結子会社は、総平均法による原価法（季越商品・製
品については、販売可能価額を基準として評価減を実施）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
れることに伴い、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。これによる損益に与える影響は軽微であります。 

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。これによる損益に与える影響
は軽微であります。 

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日以降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方法に準じた会計処理によっております。 
なお、リース取引開始日が適用初年度前の所有権移転外ファイナンス・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を引き続き採用しております。 
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。 
これによる損益に与える影響は軽微であります。 

  

  

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

 ①一般債権の貸倒見積高の算定方法

 ②たな卸資産の評価方法

 ③固定資産の減価償却費の算定方法

 ④法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

(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

 ②「棚卸資産の評価に関する会計基準」の適用

 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

 ④「リース取引に関する会計基準」等の適用
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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：百万円)

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 12,534 12,930

受取手形及び売掛金 12,622 8,807

商品及び製品 14,422 8,514

仕掛品 363 811

原材料及び貯蔵品 195 201

その他 3,681 6,319

貸倒引当金 △51 △46

流動資産合計 43,767 37,538

固定資産   

有形固定資産 7,663 7,403

無形固定資産 5,029 5,271

投資その他の資産   

敷金及び保証金 10,006 9,036

その他 4,626 5,701

貸倒引当金 △59 △60

投資その他の資産合計 14,573 14,676

固定資産合計 27,265 27,351

資産合計 71,033 64,890

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 18,755 14,193

短期借入金 314 175

1年内返済予定の長期借入金 2,161 2,058

未払法人税等 1,264 1,096

賞与引当金 1,998 1,262

役員賞与引当金 17 －

ポイント引当金 215 157

返品調整引当金 843 259

その他 6,958 6,255

流動負債合計 32,529 25,459

固定負債   

長期借入金 3,473 4,036

退職給付引当金 256 249

役員退職慰労引当金 605 615

その他 745 710

固定負債合計 5,080 5,612

負債合計 37,610 31,071
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(単位：百万円)

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) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 7,376 7,376

資本剰余金 7,455 7,455

利益剰余金 20,880 21,398

自己株式 △2,001 △2,001

株主資本合計 33,709 34,228

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △452 △620

繰延ヘッジ損益 △13 3

為替換算調整勘定 △196 △117

評価・換算差額等合計 △661 △734

新株予約権 274 223

少数株主持分 101 101

純資産合計 33,423 33,818

負債純資産合計 71,033 64,890
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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：百万円)

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 30,968

売上原価 13,602

売上総利益 17,366

販売費及び一般管理費 15,090

営業利益 2,275

営業外収益  

受取利息 7

不動産収入 46

為替差益 15

その他 52

営業外収益合計 121

営業外費用  

支払利息 25

店舗等除却損 102

その他 11

営業外費用合計 139

経常利益 2,257

特別損失  

減損損失 80

投資有価証券評価損 991

特別損失合計 1,071

税金等調整前四半期純利益 1,185

法人税、住民税及び事業税 1,215

法人税等調整額 △344

法人税等合計 870

少数株主損失（△） △5

四半期純利益 320
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 
(単位：百万円)

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 1,185

減価償却費 770

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3

退職給付引当金の増減額（△は減少） 6

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △10

賞与引当金の増減額（△は減少） 736

役員賞与引当金の増減額（△は減少） 17

返品調整引当金の増減額（△は減少） 584

ポイント引当金の増減額（△は減少） 58

受取利息及び受取配当金 △10

支払利息 25

店舗等除却損 89

減損損失 80

投資有価証券評価損益（△は益） 991

売上債権の増減額（△は増加） △3,810

たな卸資産の増減額（△は増加） △5,453

仕入債務の増減額（△は減少） 4,562

その他 235

小計 62

利息及び配当金の受取額 9

利息の支払額 △26

法人税等の支払額 △935

営業活動によるキャッシュ・フロー △889

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 51

有価証券の償還による収入 199

有形固定資産の取得による支出 △438

投資有価証券の取得による支出 △4

無形固定資産の取得による支出 △13

敷金及び保証金の差入による支出 △1,014

敷金及び保証金の回収による収入 311

長期前払費用の取得による支出 △117

その他 1

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,023

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） 140

長期借入金の返済による支出 △459

配当金の支払額 △838

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,157

現金及び現金同等物に係る換算差額 △272

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,343

現金及び現金同等物の期首残高 15,807

現金及び現金同等物の四半期末残高 12,464
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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。 

  

該当事項はありません。 

  

【事業の種類別セグメント情報】 
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） 
アパレル事業の売上高及び営業利益の金額は、全セグメントの売上高の合計及び営業利益の金額の合

計額に占める割合がいずれも90％超であるため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しておりま
す。 
  

【所在地別セグメント情報】 
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。 
  

【海外売上高】 
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、海外売上高の記載を省略しております。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 継続企業の前提に関する注記

(5) セグメント情報

(6) 株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記
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6. その他の情報

注記事項

(四半期連結貸借対照表関係)

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 
(平成20年８月31日)

 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

9,312百万円
  

※１ 有形固定資産の減価償却累計額

9,082百万円

※２ 過年度に取得した固定資産のうち、障害者作業施

設設置等助成金による圧縮記帳額は5百万円であ

り、四半期連結貸借対照表計上額はこの圧縮記帳

額を控除しております。なお、その内訳は有形固

定資産5百万円であります。

※２ 当連結会計年度に取得した固定資産のうち、障害

者作業施設設置等助成金による圧縮記帳額は5百

万円であり、連結貸借対照表計上額はこの圧縮記

帳額を控除しております。なお、その内訳は有形

固定資産5百万円であります。

 

 ３ 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約

を締結しております。この契約に基づく当第１四

半期連結会計期間末の借入未実行残高は次のとお

りであります。

当座貸越極度額 2,474百万円

借入実行残高 149

差引額 2,324
  

 ３ 当社及び連結子会社においては、運転資金の効率

的な調達を行うため取引銀行４行と当座貸越契約

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。

当座貸越極度額 2,503百万円

借入実行残高 67

差引額 2,436

(四半期連結損益計算書関係)

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)

 

※  販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

賃借料 3,022百万円

貸倒引当金繰入額 6

ポイント引当金繰入額 50

給与手当 3,177

賞与引当金繰入額 605

役員賞与引当金繰入額 17

役員退職慰労引当金繰入額 6

 

(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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)

 

※ 現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年11月30日)

現金及び預金勘定 12,534百万円

預入期間が３カ月を超える定期預金 △70

現金及び現金同等物 12,464
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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 

 
  

「参考」

科  目

前第1四半期連結累計期間

(自 平成19年９月１日  

 至 平成19年11月30日)

金額

Ⅰ 売上高 31,840

Ⅱ 売上原価 14,081

   売上総利益 17,758

Ⅲ 販売費及び一般管理費 14,127

   営業利益 3,631

Ⅳ 営業外収益

 1. 受取利息 19

 2. 不動産収入 50

 3. 為替差益 137

 4. その他 72

  営業外収益合計 278

Ⅴ 営業外費用

 1. 支払利息 29

 2. 店舗等除却損 90

 3. その他 26

  営業外費用合計 146

   経常利益 3,764

Ⅵ 特別利益

  特別利益合計 ─

Ⅶ 特別損失

  特別損失合計 ─

   税金等調整前 

   四半期純利益
3,764

   税金費用 1,742

   少数株主利益又は損失(△) △ 13

   四半期純利益 2,035
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(2) （要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

前第1四半期連結累計期間

(自 平成19年９月１日 

  至 平成19年11月30日)

区分 金額

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 3,764

      減価償却費 743

      のれん償却額 88

      貸倒引当金の増減額 △ 4

      退職給付引当金の増減額 51

      役員退職慰労引当金の増減額 △ 52

      賞与引当金の増減額 677

      役員賞与引当金の増減額 18

      返品調整引当金の増減額 589

      ポイント引当金の増加額 26

      受取利息及び受取配当金 △ 19

      支払利息 29

      持分法による投資損益 △ 1

      店舗等除却損 70

      ブランド整理損 －

      固定資産売却損 －

      固定資産除却損 1

      投資有価証券評価損 －

      売上債権の増減額 △ 4,368

      たな卸資産の増減額 △ 4,499

      仕入債務の増減額 4,053

      未払消費税等の増減額 43

      役員賞与の支払額 △ 82

          株式報酬費用 27

      その他 442

    小計 1,599

   利息及び配当金の受取額 20

   利息の支払額 △ 30

   法人税等の支払額 △ 2,036

  営業活動によるキャッシュ・フロー △ 446

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 －

      有価証券の取得による支出 △ 199

      有価証券の償還による収入 199

      有形固定資産の取得による支出 △ 579

      有形固定資産の売却による収入 －

      投資有価証券の取得による支出 △ 344

      無形固定資産の取得による支出 －

      敷金保証金の取得による支出 △ 120

      敷金保証金の返還による収入 149

      貸付けによる支出 －

      貸付金の回収による収入 4

      長期前払費用の増加による支出 △ 177

      子会社株式の追加取得による支出 －

      その他 △ 3

  投資活動によるキャッシュ・フロー △ 1,070
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前第1四半期連結累計期間

(自 平成19年９月１日 

  至 平成19年11月30日)

区分 金額

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 21

      長期借入れによる収入 －

      長期借入金の返済による支出 △ 634

      社債の償還による支出 －

      株式の発行による収入 －

      自己株式の取得による支出 △ 1,269

      配当金の支払額 △ 893

  財務活動によるキャッシュ・フロー △ 2,775

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △ 150

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 △ 4,443

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高 19,322

Ⅶ 現金及び現金同等物の

  四半期末残高
14,879
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