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1.  平成21年8月期第2四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年2月28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2四半期 4,003 ― 314 ― 312 ― 169 ―

20年8月期第2四半期 3,829 5.2 403 0.5 412 6.0 214 0.5

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 2,840.00 ―

20年8月期第2四半期 4,599.25 ―

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 5,061 3,706 73.2 62,023.51
20年8月期 5,162 3,624 70.2 60,683.51

（参考） 自己資本   21年8月期第2四半期  3,704百万円 20年8月期  3,624百万円

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 ― ― ― 1,500.00 1,500.00
21年8月期 ― ―

21年8月期 
（予想）

― 1,600.00 1,600.00

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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

通期 8,000 4.4 640 △23.2 640 △24.6 340 △25.8 5,693.24
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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  無  

(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） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

１．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。 
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2四半期 59,720株 20年8月期  59,720株

② 期末自己株式数 21年8月期第2四半期  ―株 20年8月期  ―株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年8月期第2四半期 59,720株 20年8月期第2四半期 46,720株
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  当第２四半期（６ヶ月）におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱や円高、輸出の急激な減少による企業

 業績の悪化など、景気の先行きに不透明感がいっそう強まる中で、消費マインドの萎縮や雇用不安が高まり、企業

 間の価格競争の激化など、予断を許さない状況となってまいりました。 

  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。 

 生産面では、「インヘイル・エクスヘイル」ブランドの既製スーツにつきましては、国内の直営工場である株式

会社オンリーファクトリーから主に中国の生産委託先に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、同社

の持つ独自の技術と、工場と店舗を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。 

 販売店舗においては、主力の「ザ・スーパースーツストア」を1店舗出店した一方１店舗退店し44店舗に、リー

ズナブルな価格で提供する「スーツ・アンド・スーツ」は１店舗退店し15店舗に、さらに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２店舗退店し４店舗に、イタリア直輸入の高級ブランドを取り扱う「タイ・

ユア・タイ」は１店舗で、合計64店舗となりました（第１四半期末は67店舗）。 

 商品面では、スーツは今年の冬のトレンドである英国調の素材やシルエット、ディテールを踏襲したものや、ス

リーピーススーツの展開に力を入れたほか、トレンチなどのコートやマフラーなど小物によるコーディネートを提

案してまいりました。 

  

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が40億３百万円、営業利益３億14百万円、経常利益

３億12百万円、四半期純利益は１億69百万円となりました。 

  

   

当第２四半期連結会計期間末の総資産は、前連結会計年度末に比べ、受取手形及び売掛金が88百万円、商品及び製品

が62百万円、建物及び構築物が84百万円、土地が80百万円増加した一方、現預金が６億５百万円減少したことによ

り、１億円減少し、50億61百万円となりました。負債につきましては、前連結会計年度末に比べ、長期未払金が１億

45百万円増加した一方、役員退職慰労引当金が１億36百万円、長期借入金が63百万円、未払法人税が１億３百万円減

少したことなどにより１億83百万円減少し、13億55百万円となりました。また純資産は、配当金89百万円計上後82百

万円増加し37億６百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ3.0％増加し、73.2％となりました。  

  

  

  平成21年８月期通期の連結業績予想につきましては、平成20年10月15日に公表いたしました業績予想を修正して

おります。これは経済環境が不透明な状況の下で上期に続き下期も個人消費の低迷が続くと見られるためです。詳し

くは、本日（平成21年４月14日）別途公表いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧下さい。 

  

  

該当事項はありません。 

  

  

該当事項はありません。  

  

  

    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 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。 

  

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

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
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    ②重要な資産の評価基準及び評価方法の変更 

たな卸資産 

 通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、商品及び材料は移動平均法、製品及び仕掛品は総

平均法による原価法によっておりましたが、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、商品及び材料は移動平均法による

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）、製品及び仕掛品は総平均法に

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。

 この変更による影響は軽微であります。  

  

    ③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、第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準を適用し、通常の売買取引に係る会計処理によっ

ております。 

 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。 

 なお、リース取引開始日が第１四半期連結会計期間開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につき

ましては、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。 

 この変更による影響は軽微であります。 

  

    ④重要な引当金の計上基準 

役員退職慰労引当金 

 当社は、従来、役員の退職慰労金の支出に備えて、内規に基づく期末要支給額を計上しておりましたが、

平成20年11月26日開催の定時株主総会をもって役員退職慰労金制度を廃止することが決議されました。同制

度廃止に伴い定時株主総会の日以前の在職期間分についての役員退職慰労引当金について、打ち切り支給す

ることとしました。なお、支給の時期は各役員それぞれの退任時とし、役員退職慰労引当金は全額を取り崩

し、退任時まで固定負債「長期未払金」として計上しております。 
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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２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 1,031,226 1,636,341

受取手形及び売掛金 438,381 350,188

商品及び製品 1,123,248 1,060,879

原材料 195,803 213,952

仕掛品 5,885 5,630

繰延税金資産 51,090 63,277

その他 62,071 48,250

流動資産合計 2,907,708 3,378,520

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 991,420 859,167

減価償却累計額 △305,927 △258,459

建物及び構築物（純額） 685,493 600,707

器具及び備品 207,605 145,456

減価償却累計額 △94,239 △64,847

器具及び備品(純額) 113,366 80,609

土地 149,401 69,401

建設仮勘定 72,896 －

有形固定資産合計 1,021,157 750,718

無形固定資産 31,643 24,870

投資その他の資産   

繰延税金資産 71,554 68,767

差入保証金 938,385 901,128

その他 91,953 38,583

貸倒引当金 △433 △433

投資その他の資産合計 1,101,460 1,008,045

固定資産合計 2,154,261 1,783,634

資産合計 5,061,969 5,162,155
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年２月28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 226,539 205,982

1年内返済予定の長期借入金 148,868 167,001

未払法人税等 115,044 218,273

ポイント引当金 40,909 47,282

その他 426,125 449,203

流動負債合計 957,486 1,087,743

固定負債   

長期借入金 217,247 280,948

退職給付引当金 35,054 32,888

役員退職慰労引当金 － 136,556

長期未払金 145,317 －

固定負債合計 397,619 450,393

負債合計 1,355,105 1,538,136

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,079,850 1,079,850

資本剰余金 1,186,500 1,186,500

利益剰余金 1,437,694 1,357,669

株主資本合計 3,704,044 3,624,019

少数株主持分 2,820 －

純資産合計 3,706,864 3,624,019

負債純資産合計 5,061,969 5,162,155
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（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

売上高 4,003,188

売上原価 1,546,119

売上総利益 2,457,069

販売費及び一般管理費 2,142,315

営業利益 314,754

営業外収益  

受取利息 85

為替差益 679

雑収入 3,649

営業外収益合計 4,414

営業外費用  

支払利息 3,923

雑損失 2,330

営業外費用合計 6,254

経常利益 312,914

特別利益  

役員退職慰労引当金戻入益 1,844

特別利益合計 1,844

特別損失  

固定資産除却損 13,632

店舗解約損 7,815

リース契約解約損 5,108

特別損失合計 26,556

税金等調整前四半期純利益 288,202

法人税、住民税及び事業税 106,379

法人税等調整額 9,398

法人税等合計 115,777

少数株主利益 2,820

四半期純利益 169,605
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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２四半期連結累計期間 
(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  

税金等調整前四半期純利益 288,202

減価償却費 101,164

ポイント引当金の増減額(△は減少) △6,373

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,166

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △136,556

受取利息及び受取配当金 △85

支払利息 3,923

為替差損益（△は益） 91

固定資産除却損 13,632

店舗解約損 7,815

売上債権の増減額（△は増加） △88,193

たな卸資産の増減額（△は増加） △44,475

仕入債務の増減額（△は減少） 20,556

前受金の増減額（△は減少） △5,104

長期未払金の増減額（△は減少） 145,317

その他 △45,210

小計 256,872

利息及び配当金の受取額 85

利息の支払額 △3,867

法人税等の支払額 △213,843

営業活動によるキャッシュ・フロー 39,247

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 △361,850

長期前払費用に係る支出 △60,774

差入保証金の差入による支出 △38,391

差入保証金の回収による収入 4,675

その他 △17,062

投資活動によるキャッシュ・フロー △473,403

財務活動によるキャッシュ・フロー  

長期借入金の返済による支出 △81,834

配当金の支払額 △89,032

財務活動によるキャッシュ・フロー △170,866

現金及び現金同等物に係る換算差額 △91

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △605,114

現金及び現金同等物の期首残高 1,636,341

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,031,226
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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 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。 

  

該当事項はありません。 

  

  当第２四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28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。 

  

  

  当第２四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28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。 

  

 当第２四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年２月28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。 

  

 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

〔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
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「参考資料」 

前年同四半期に係る財務諸表 

（１）中間連結損益計算書 

  

  
前中間連結会計期間

（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    3,829,830  100.0

Ⅱ 売上原価        1,509,144  39.4

売上総利益        2,320,685  60.6

Ⅲ 販売費及び一般管理費        1,917,456  50.1

営業利益        403,229  10.5

Ⅳ 営業外収益                  

１．受取利息・受取配当金  211            

２．その他  16,193  16,405  0.4

Ⅴ 営業外費用                  

１．支払利息  6,062            

２．その他  1,048      7,110  0.2

経常利益        412,523  10.7

Ⅵ 特別利益                  

Ⅶ 特別損失                  

１．固定資産除却損      7,498            

２．店舗解約損  8,470            

３．リース契約解約損  3,320  19,289  0.5

税金等調整前中間純利益        393,234  10.2

法人税、住民税及び事業
税  181,630            

法人税等調整額 △1,273  180,357  4.7

少数株主損失        2,000  0.1

中間純利益        214,876  5.6
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（２）中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（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   

税金等調整前中間純利益  393,234

減価償却費  73,481

ポイント引当金の増減額 
（減少：△）  

△3,112

退職給付引当金の増加額  5,031

役員退職慰労引当金の増減額 
（減少：△）   3,560

受取利息及び受取配当金 △211

支払利息  6,280

為替差損   10

有形固定資産除却損  7,498

店舗解約損  8,470

売上債権の増加額 △71,415

たな卸資産の増減額 
（増加：△）  

△194,978

仕入債務の増減額 
（減少：△）   1,811

前受金の増加額   14,113

その他  △98,749

小計  145,024

利息及び配当金の受取額   211

利息の支払額  △6,683

法人税等の支払額  △205,728

営業活動によるキャッシュ・フロー △67,175

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー   

固定資産の取得による支出  △383,896

差入保証金の支払による支出  △54,133

差入保証金の回収による収入   1,778

その他  △1,257

投資活動によるキャッシュ・フロー △437,508

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   450,000

長期借入による収入  100,000

長期借入金の返済による支出  △55,174

社債の償還による支出 △150,000

配当金の支払額  △81,378

子会社設立に伴う 
少数株主からの払込収入   2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー  265,447

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額 △10

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額 △239,247

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  832,774

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末残高 
  

 593,526
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前中間連結会計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29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。 

  

前中間連結会計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29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。 

   

前中間連結会計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年２月29日） 

      海外売上高は、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。 

  

  

（３）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〕
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