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1.  平成21年8月期第2四半期の業績（平成20年9月1日～平成21年2月28日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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2四半期 9,918 ― △101 ― △99 ― △252 ―
20年8月期第2四半期 11,455 7.7 539 ― 530 ― 242 ―

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2四半期 △8.27 ―
20年8月期第2四半期 7.85 ―

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2四半期 15,409 7,674 49.8 251.77
20年8月期 16,004 8,006 50.0 262.60

（参考） 自己資本  21年8月期第2四半期  7,674百万円 20年8月期  8,006百万円

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 ― 7.50 ― 2.50 10.00
21年8月期 ― ―
21年8月期 
（予想）

― 2.50 2.50

3.  平成21年8月期の業績予想（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）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

通期 19,500 △10.7 100 ― 100 ― △120 ― △3.94
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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、４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) 発行済株式数（普通株式） 

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2四半期 32,047,071株 20年8月期 32,047,071株
② 期末自己株式数 21年8月期第2四半期 1,566,051株 20年8月期 1,556,574株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 21年8月期第2四半期 30,481,451株 20年8月期第2四半期 30,823,943株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．平成20年10月９日付で公表いたしました業績予想を修正しております。詳細につきましては、平成21年３月13日付で公表しております「業績予想の修正
に関するお知らせ」をご参照ください。 
２．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。 
３．当事業年度より「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、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。 
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当第２四半期累計期間におけるわが国の経済は、サブプライムローン問題に端を発した世界的な金融危機による世

界経済の減速、さらに株価下落、急激な為替相場の変動などの影響により企業収益は大幅に悪化し、景気は厳しい状

況で推移いたしました。 

女性下着市場におきましても、個人所得の伸び悩みや雇用情勢の悪化などによる消費マインドの急速な冷え込みか

ら、百貨店、量販店など各業態ともに多くの企業の業績が低迷し、全般に厳しい状況となりました。 

このような状況のなか、前期より引き続き、原点回帰を掲げ、既存顧客基盤の確保に重点を置き、顧客満足度の向

上に取り組んでまいりました。昨年11月より「お客様満足度No.1企業を目指して」を合言葉に、今まで以上に「消費

者重視」を基本とした販売姿勢の実務実践教育（再生教育プログラム）が本格的にスタートし、 その成果として新

規顧客数は、増加に転じております。製品面では、ミドルエイジ層に向けたリニューアル製品として「BELLEAGES 

BONHEUR SAKURA（ベルアージュボヌール サクラ）」を発売し、２月中旬に発売した「5dfeck （ファイブディフェ

ック）」は、初めての方でも簡単にボディラインのバランスが整えられ、発売以来大変好評を得ております。しか

し、新規顧客数は大幅に増加したものの、ご購入（ご契約）率が低下し、また、お客様一人当たりのご購入（ご契

約）単価が減少し、結果として売上高が当初の計画を下回る状況となり、大幅な減収減益となりました。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高99億18百万円、営業損失１億１百万円、経常損失99百万

円、四半期純損失２億52百万円となりました。 

  

当第２四半期会計期間末における資産合計は154億９百万円となり、前事業年度末に比べて５億95百万円の減少と

なりました。 

流動資産合計は47億99百万円となり、前事業年度末に比べて３億39百万円の減少となりました。これは主に、現金

及び預金の増加、売掛金の減少、繰延税金資産の減少及び原材料及び貯蔵品の減少の結果によるものであります。 

固定資産合計は106億10百万円となり、前事業年度末に比べて２億55百万円の減少となりました。これは主に、繰

延税金資産の増加、建物等の減価償却による減少、差入保証金の減少及び前払年金費用の減少の結果によるものであ

ります。 

当第２四半期会計期間末における負債合計は77億35百万円となり、前事業年度末に比べて２億62百万円の減少とな

りました。 

流動負債合計は62億57百万円となり、前事業年度末に比べて82百万円の減少となりました。これは主に、短期借入

金の増加、未払消費税等の増加、ポイント引当金の減少、賞与引当金の減少及び支払手形及び買掛金の減少の結果に

よるものであります。 

固定負債合計は14億77百万円となり、前事業年度末に比べて１億80百万円の減少となりました。これは主に、退職

給付引当金の増加及び長期借入金の減少の結果によるものであります。 

当第２四半期会計期間末における純資産合計は76億74百万円となり、前事業年度末に比べて３億32百万円の減少と

なりました。これは主に、四半期純損失の計上による利益剰余金の減少、剰余金の配当による利益剰余金の減少及び

自己株式の取得による減少の結果によるものであります。   

（キャッシュ・フローの状況）  

当第２四半期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、前事業年度末に比べて２億64百

万円増加し、28億69百万円となりました。 

当第２四半期累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」は57百万円の支出となりました。これは主に、売上債権の減少２億63百万

円、退職給付引当金の増加１億23百万円、前払費用の減少１億５百万円等による資金の増加、ポイント引当金の減少

３億73百万円、賞与引当金の減少１億80百万円及び税引前四半期純損失１億24百万円等による資金の減少によるもの

であります。 

「投資活動によるキャッシュ・フロー」は27百万円の収入となりました。これは主に、差入保証金の回収による収

入１億６百万円等による資金の増加、新規出店・移転改装等に伴う有形固定資産の取得及び差入保証金の差入による

支出47百万円及び無形固定資産の取得による支出27百万円等による資金の減少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」は２億93百万円の収入となりました。これは短期借入金の純増加７億30百

万円、長期借入金の返済による支出３億３百万円、配当金の支払１億30百万円及び自己株式の取得による支出２百万

円による資金の減少によるものであります。     

  

定性的情報・財務諸表等 

１．経営成績に関する定性的情報 

２．財政状態に関する定性的情報 
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最近の業績の動向等を踏まえ、平成20年10月９日付で公表いたしました業績予想を修正しております。詳細につき

ましては、平成21年３月13日付で公表しております「業績予想の修正に関するお知らせ」をご参照ください。 

※当資料に記載した業績予想等につきましては、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予想数値と異なる場合があります。 

該当事項はありません。 

  

３．業績予想に関する定性的情報 

４．その他 

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 

（２）四半期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 

当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日

企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表

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 

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を

第１四半期会計期間から適用し、たな卸資産の評価基準については、従来、低価法によっておりましたが、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）に変更しております。 

なお、これによる損益に与える影響はありません。  
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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,869,299 2,605,080

売掛金 646,480 910,194

商品及び製品 611,181 586,971

仕掛品 6,152 2,493

未成業務支出金 12,168 22,195

原材料及び貯蔵品 164,966 258,383

その他 491,177 757,132

貸倒引当金 △2,103 △3,350

流動資産合計 4,799,322 5,139,100

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,490,490 3,633,007

土地 4,986,672 4,986,672

その他（純額） 303,615 354,179

有形固定資産合計 8,780,778 8,973,859

無形固定資産 287,278 330,334

投資その他の資産   

その他 1,542,467 1,562,265

貸倒引当金 △395 △836

投資その他の資産合計 1,542,071 1,561,428

固定資産合計 10,610,128 10,865,622

資産合計 15,409,450 16,004,723
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成21年２月28日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 
(平成20年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,284,348 1,404,052

短期借入金 2,940,000 2,210,000

1年内返済予定の長期借入金 607,200 607,200

未払法人税等 101,885 89,580

賞与引当金 90,000 270,000

返品調整引当金 72,000 96,000

ポイント引当金 181,000 554,000

その他 981,532 1,109,579

流動負債合計 6,257,966 6,340,412

固定負債   

長期借入金 969,800 1,273,400

退職給付引当金 493,327 370,309

その他 14,022 13,788

固定負債合計 1,477,149 1,657,497

負債合計 7,735,115 7,997,910

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,332,729 2,332,729

資本剰余金 2,195,452 2,195,452

利益剰余金 3,647,903 3,976,323

自己株式 △492,414 △490,261

株主資本合計 7,683,670 8,014,243

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △1,376 390

繰延ヘッジ損益 △7,959 △7,820

評価・換算差額等合計 △9,336 △7,430

純資産合計 7,674,334 8,006,813

負債純資産合計 15,409,450 16,004,723
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

売上高 9,918,763

売上原価 5,221,849

売上総利益 4,696,913

返品調整引当金戻入額 96,000

返品調整引当金繰入額 72,000

差引売上総利益 4,720,913

販売費及び一般管理費 4,822,361

営業損失（△） △101,447

営業外収益  

受取利息 3,026

受取配当金 131

受取手数料 30,846

その他 16,659

営業外収益合計 50,663

営業外費用  

支払利息 40,262

その他 8,658

営業外費用合計 48,921

経常損失（△） △99,705

特別利益  

賞与引当金戻入額 93,561

貸倒引当金戻入額 1,818

特別利益合計 95,379

特別損失  

減損損失 41,985

固定資産除却損 34,241

その他 44,094

特別損失合計 120,321

税引前四半期純損失（△） △124,647

法人税、住民税及び事業税 68,450

法人税等調整額 59,096

法人税等合計 127,546

四半期純損失（△） △252,193
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税引前四半期純損失（△） △124,647

減価償却費 205,882

減損損失 41,985

長期前払費用償却額 5,573

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,687

賞与引当金の増減額（△は減少） △180,000

返品調整引当金の増減額（△は減少） △24,000

ポイント引当金の増減額（△は減少） △373,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 123,017

受取利息及び受取配当金 △3,157

支払利息 40,262

固定資産除却損 34,241

賃貸借契約解約損 18,732

売上債権の増減額（△は増加） 263,714

たな卸資産の増減額（△は増加） 75,575

前払費用の増減額（△は増加） 105,488

仕入債務の増減額（△は減少） △119,704

未払金の増減額（△は減少） △47,506

未払費用の増減額（△は減少） △107,855

前受金の増減額（△は減少） 18,164

未払消費税等の増減額（△は減少） 91,707

その他 8,847

小計 51,637

利息及び配当金の受取額 3,339

利息の支払額 △43,299

訴訟関連損失の支払額 △20,000

法人税等の支払額 △66,054

法人税等の還付額 16,939

営業活動によるキャッシュ・フロー △57,437

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 △32,294

無形固定資産の取得による支出 △27,907

差入保証金の差入による支出 △15,419

差入保証金の回収による収入 106,626

その他 △3,206

投資活動によるキャッシュ・フロー 27,799

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） 730,000

長期借入金の返済による支出 △303,600

自己株式の取得による支出 △2,153

配当金の支払額 △130,390

財務活動によるキャッシュ・フロー 293,856

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 264,218

現金及び現金同等物の期首残高 2,605,080

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,869,299
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 当事業年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 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」（企業会計基準委員会 平成19年３月14日 企業会計基

準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期財務諸表等規則」に従い四半期財務諸表を作成しておりま

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）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。 
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間損益計算書 

  

  
前中間会計期間 

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日） 

区分 金額（千円） 
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       11,455,751  100.0

Ⅱ 売上原価       5,785,494  50.5

売上総利益       5,670,256  49.5

返品調整引当金戻入額       115,000  1.0

返品調整引当金繰入額       113,000  1.0

差引売上総利益       5,672,256  49.5

Ⅲ 販売費及び一般管理費       5,132,932  44.8

営業利益        539,323  4.7

Ⅳ 営業外収益       44,603  0.4

Ⅴ 営業外費用       53,344  0.5

経常利益       530,582  4.6

Ⅵ 特別利益       23,131  0.2

Ⅶ 特別損失       23,623  0.2

税引前中間純利益       530,090  4.6

法人税、住民税及び事業税  280,935           

法人税等調整額  7,108  288,043  2.5

中間純利益       242,047  2.1
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（２）中間キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前中間会計期間 

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日）

区分 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

税引前中間純利益  530,090

減価償却費  241,979

減損損失  543

長期前払費用償却額  7,531

貸倒引当金の増加額（△減少額）  △17,936

賞与引当金の増加額（△減少額）  △74,000

返品調整引当金の増加額（△減少額）  △2,000

ポイント引当金の増加額（△減少額）  25,900

退職給付引当金の増加額（△減少額）  16,659

受取利息及び受取配当金  △4,382

支払利息  42,224

有形固定資産売却益  △5,241

有形固定資産売却損  1,688

固定資産除却損  3,564

投資有価証券評価損  57

不動産賃借契約解約損  14,754

売上債権の減少額（△増加額）  186,655

たな卸資産の減少額（△増加額）  △314,243

前払費用の減少額（△増加額）  160,889

仕入債務の増加額（△減少額）  95,772

未払金の増加額（△減少額）  △102,475

未払費用の増加額（△減少額）  △114,889

前受金の増加額（△減少額）  △138,221

未払消費税等の増加額（△減少額）  △263,382

その他  23,339

小計  314,878

利息及び配当金の受取額  4,399

利息の支払額  △44,336

法人税等の支払額  △257,481

営業活動によるキャッシュ・フロー  17,460
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前中間会計期間 

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年２月29日）

区分 金額（千円） 

Ⅱ 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  △49,512

有形固定資産の売却による収入  19,161

無形固定資産の取得による支出  △6,675

差入保証金の差入による支出  △19,018

差入保証金の解約による収入  24,792

その他  17,357

投資活動によるキャッシュ・フロー  △13,893

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増加額（△純減少額）  △150,000

長期借入金の返済による支出  △733,600

自己株式の取得による支出  △51,534

配当金の支払額  △246,491

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,181,626

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額  －

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額（△減少額）  △1,178,059

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  3,342,185

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高  2,164,125
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（１）生産実績 

 （注）１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２．その他は主に、ストッキングの金額であります。 

  

（２）仕入実績 

 （注）金額は仕入価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

（３）受注状況 

 当社は、一部受注生産を行っておりますが、販売実績に占める受注販売実績割合の重要性が乏しくなったた

め、記載を省略しております。 

  

６．生産、受注及び販売の状況 

区分 

当第２四半期累計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28日） 

金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

ファンデーション・ランジェリー                 

（ボディスーツ）  1,728,990  17.7  64.2

（ブラジャー・ガードル等）   7,373,369  75.6  75.9

その他  656,581  6.7  66.4

合計  9,758,941  100.0  72.8

区分 

当第２四半期累計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28日） 

金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

ボディケア化粧品・下着用洗剤等  269,069  95.4  102.8

健康食品  12,929  4.6  33.0

合計  281,998  100.0  93.7
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（４）販売実績 

① 地域別販売実績 

 （注）金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

② 品目別販売実績 

 （注）１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２．その他は主に、ストッキングの金額であります。 

  

区分 

当第２四半期累計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28日） 

金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

北海道・東北・信越地区  1,085,248  11.0  80.1

関東地区  2,690,847  27.1  85.6

北陸・東海地区  2,342,035  23.6  93.7

近畿地区  1,312,445  13.2  90.4

中国・四国地区  171,478  1.7  93.2

九州・沖縄地区  2,316,707  23.4  82.1

合計  9,918,763  100.0  86.6

区分 

当第２四半期累計期間 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年２月28日） 

金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

製品 

ファンデーション・ランジェリー                 

（ボディスーツ）  1,689,048  17.0  91.7

（ブラジャー・ガードル等）  6,562,367  66.2  86.5

その他  559,942  5.7  63.7

小計  8,811,358  88.9  85.5

商品 

ボディケア化粧品・下着用洗剤等  1,034,999  10.4  101.9

健康食品  72,405  0.7  55.5

小計  1,107,404  11.1  96.6

合計  9,918,763  100.0  86.6
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