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1.  平成21年9月期第2四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年3月31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9月期第2四半期 40,527 ― 1,126 ― △7,594 ― △9,715 ―

20年9月期第2四半期 31,974 12.3 1,210 △15.6 1,554 △12.4 573 ―

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9月期第2四半期 △333.58 ―

20年9月期第2四半期 19.70 ―

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9月期第2四半期 84,764 36,012 42.5 1,236.49
20年9月期 87,340 47,548 52.7 1,579.87

（参考） 自己資本  21年9月期第2四半期  36,012百万円 20年9月期  46,014百万円

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9月期 ― 0.00 ― 10.00 10.00

21年9月期 ― 0.00

21年9月期 
（予想）

― 10.00 10.00

3.  平成21年9月期の連結業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30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 72,624 5.8 549 ― △2,786 ― △5,967 ― △204.88
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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  有  
（注）詳細は、5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、5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．上記に記載した予想は本資料の発表日現在において入手可能な仮定を前提としておりますので、実際の業績は、今後様々な要因によって、異なる結
果となる可能性があります。 
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。 

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9月期第2四半期 31,146,685株 20年9月期 31,146,685株

② 期末自己株式数 21年9月期第2四半期 2,021,995株 20年9月期 2,021,240株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年9月期第2四半期 29,125,094株 20年9月期第2四半期 29,126,752株
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 平成21年9月期の個別業績予想（平成20年10月1日～平成21年9月30日） 

（％表示は対前期増減率） 

 （注）個別業績予想数値の当四半期における修正の有無 有 

  

（参考）

  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 

通 期 
百万円  ％ 

  38,742 △15.1

百万円  ％

    91 25.7

百万円  ％

   398 △2.7

百万円  ％ 

    △2,742 －

 円   銭 

     △94 15
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 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融市場の混乱による円高や輸出の減少に伴う企業

収益の悪化など景気の先行きは不透明感が増し、消費マインドの萎縮や雇用不安等、予断を許さない状況となって

まいりました。 

このような経済状況のもと、ファッション事業において、機能性スーツ「シャワークリーンスーツ」の品揃えの

拡充を行うとともに生産累計15万着突破記念キャンペーンを実施し、数多くのお客様に「シャワークリーンスー

ツ」の機能性・品質の良さを知って頂くことができました。 

また、本年１月１日より「ヤマダ電機」とのポイント提携を行い、新規顧客の獲得に向けた施策を実施いたしま

したが、景気低迷に伴う消費者の買い控えや天候不順による影響により来店客数が減少し、厳しい状況を余儀なく

されました。 

店舗につきましては、福岡天神本店をFUTATA THE FLAG TENJINに業態変更するとともにSUIT SELECT_KINSHICHO

（東京都墨田区）をはじめ首都圏（東京・神奈川）を中心に11店舗出店致しました。一方、契約満了等に伴う７店

舗を退店したことにより店舗数は436店舗となりました。 

レストラン事業におきましては、質の高い商品・サービスを提供できるよう社員教育及びオペレーションの見直

しを行い、営業力の強化に努めてまいりました。 

以上の結果、当第２四半期連結累計期間におきましては、売上高405億27百万円、営業利益11億26百万円となり

ましたが、営業外損失に為替相場の影響によるデリバティブ評価損91億95百万円（うち、連結子会社㈱フィットハ

ウスのデリバティブ評価損は91億68百万円）や特別損失に株式相場の低迷による有価証券評価損７億37百万円及び

減損損失18億71百万を計上することとなり、経常損失75億94百万円、四半期純損失97億15百万円となりました。 

  

 当第２四半期連結会計期間末の総資産は847億64百万円となり、前連結会計年度末と比較して25億75百万円の減

少となりました。減少の要因は以下のとおりであります。流動資産は、27百万円増加し339億23百万円となりまし

た。固定資産は、26億３百万円減少し508億41百万円となりました。負債は、89億60百万円増加し487億52百万円と

なりました。純資産は、115億35百万円減少し360億12百万円となりました。この結果、自己資本比率は42.5％とな

りました。  

  

 当第２四半期連結累計期間の業績につきましては、企業収益の悪化に伴う買い控え等による売上不振や国際金融市

場の混乱による円高に伴うデリバティブ評価損、株式市場の低迷による有価証券評価損及び減損損失の計上により売

上高、営業利益、経常利益、四半期純利益が計画を下回る結果となりました。 

 今後の見通しにつきましても上記の影響は大きく、また景気の回復は不透明であるため、通期の業績予想は前回発

表予想を下回る見込であります。 

 なお、当該予想に関する詳細は、本日公表いたしました「減損損失の計上並びに業績予想の修正等に関するお知ら

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

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
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 該当事項はありません。 

  

① 棚卸資産の評価方法 

当第２四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、一部実地棚卸を省略し、前連結会計年度に係る実

地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

  

② 法人税等並びに繰延税金資産及び繰延税金負債の算定の方法 

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ついては、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場合には、前連結会計年度決算において使用した将来の業績予測やタ

ックスプランニングを利用する方法によっております。 

前連結会計年度末以降に経営環境等、又は、一時差異等の発生状況に著しい変化が認められる場合には、前

連結会計年度決算において使用した将来の業績予測等に当該著しい変化の影響を加味したものを利用する方法

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）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．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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１【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２四半期連結会計期間末
(平成21年３月31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９月30日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 9,698 9,579

受取手形及び売掛金 2,059 1,391

有価証券 67 380

商品 20,765 20,286

繰延税金資産 264 361

その他 1,068 1,896

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 33,923 33,895

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） ※1  16,180 ※1  16,289

土地 13,672 14,143

その他（純額） ※1  1,696 ※1  2,698

有形固定資産合計 31,549 33,131

無形固定資産   

のれん 46 57

その他 712 699

無形固定資産合計 759 756

投資その他の資産   

投資有価証券 1,520 2,167

敷金及び保証金 12,043 12,060

繰延税金資産 5 490

その他 5,024 4,860

貸倒引当金 △61 △22

投資その他の資産合計 18,532 19,556

固定資産合計 50,841 53,444

資産合計 84,764 87,340

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,759 5,306

短期借入金 ※2  6,106 ※2  6,891

1年内返済予定の長期借入金 ※2  2,354 ※2  2,354

未払金 310 1,113

未払法人税等 233 155

賞与引当金 405 630

デリバティブ負債 8,709 350

その他 1,845 1,774

流動負債合計 28,727 18,577
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成21年３月31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９月30日) 

固定負債   

長期借入金 ※2  13,758 ※2  14,936

長期未払金 162 166

繰延税金負債 176 －

退職給付引当金 929 892

役員退職慰労引当金 89 78

ポイント引当金 1,357 1,052

負ののれん 2,747 3,197

長期預り保証金 640 653

その他 163 236

固定負債合計 20,025 21,214

負債合計 48,752 39,792

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,305 5,305

資本剰余金 14,745 14,745

利益剰余金 19,123 29,130

自己株式 △3,337 △3,337

株主資本合計 35,837 45,844

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 175 170

評価・換算差額等合計 175 170

少数株主持分 － 1,533

純資産合計 36,012 47,548

負債純資産合計 84,764 87,340
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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：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

売上高 ※1  40,527

売上原価 20,921

売上総利益 19,605

販売費及び一般管理費 ※2  18,478

営業利益 1,126

営業外収益  

受取利息 45

受取配当金 19

不動産賃貸料 182

負ののれん償却額 450

雑収入 203

営業外収益合計 900

営業外費用  

支払利息 226

デリバティブ評価損 9,195

雑損失 200

営業外費用合計 9,622

経常損失（△） △7,594

特別利益  

固定資産売却益 0

貸倒引当金戻入額 0

その他 0

特別利益合計 0

特別損失  

固定資産除却損 152

投資有価証券評価損 737

減損損失 1,871

その他 95

特別損失合計 2,856

税金等調整前四半期純損失（△） △10,451

法人税、住民税及び事業税 166

法人税等調整額 631

法人税等合計 798

少数株主損失（△） △1,533

四半期純損失（△） △9,715
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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２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31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損失（△） △10,451

減価償却費 1,112

減損損失 1,871

負ののれん償却額 △450

デリバティブ評価損益（△は益） 9,195

貸倒引当金の増減額（△は減少） 52

退職給付引当金の増減額（△は減少） 36

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 10

ポイント引当金の増減額（△は減少） 305

賞与引当金の増減額（△は減少） △224

長期貸付金の家賃相殺額 156

敷金及び保証金の家賃相殺額 216

投資有価証券評価損益（△は益） 737

有形固定資産売却損益（△は益） 0

有形固定資産除却損 152

受取利息及び受取配当金 △64

支払利息 226

為替差損益（△は益） 67

売上債権の増減額（△は増加） △667

たな卸資産の増減額（△は増加） △489

仕入債務の増減額（△は減少） 3,991

未払消費税等の増減額（△は減少） △82

その他 △73

小計 5,629

利息及び配当金の受取額 32

利息の支払額 △222

法人税等の支払額 △98

法人税等の還付額 152

営業活動によるキャッシュ・フロー 5,493
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年３月31日) 

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 △200

定期預金の払戻による収入 150

有形固定資産の取得による支出 △2,788

有形固定資産の売却による収入 60

有形固定資産の除却による支出 △62

有価証券の取得による支出 △49

有価証券の売却による収入 49

投資有価証券の取得による支出 △0

投資有価証券の売却及び償還による収入 320

敷金及び保証金の差入による支出 △319

敷金及び保証金の回収による収入 229

貸付けによる支出 △205

貸付金の回収による収入 18

その他 △107

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,903

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） △785

長期借入金の返済による支出 △1,177

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △289

その他 0

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,252

現金及び現金同等物に係る換算差額 △67

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 268

現金及び現金同等物の期首残高 9,418

現金及び現金同等物の四半期末残高 9,687
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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。 

  

 前連結会計年度末に比して、以下のとおり変動が認められます。 

（金額：百万円） 

（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

  資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

前連結会計年度末残高 5,305 14,745 29,130 △3,337 45,844

当第２四半期連結会計期間末までの
変動額   

剰余金の配当     △291   △291

 四半期純損失 △9,715   △9,715

 自己株式の取得  △0 △0

 自己株式の処分   △0  0 0

当第２四半期連結会計期間末までの
変動額合計 － － △10,006  △0 △10,007

当第２四半期連結会計期間末残高 5,305  14,745  19,123 △3,337  35,837
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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10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（百万円）
百分比
（％） 

Ⅰ 売上高       31,974  100.0

Ⅱ 売上原価       13,836  43.3

売上総利益       18,137  56.7

Ⅲ 販売費及び一般管理費       16,927  52.9

営業利益       1,210  3.8

Ⅳ 営業外収益                

１．受取利息  44           

２．受取配当金  8           

３．仕入割引  19           

４．賃貸料収入   105           

５．負ののれん償却額   426           

６．雑収入   89  692  2.2

Ⅴ 営業外費用                

１．支払利息  28           

２．通貨スワップ評価損  290           

３．雑損失  29  348  1.1

経常利益       1,554  4.9

Ⅵ 特別利益                

１．固定資産売却益  571  571  1.8

Ⅶ 特別損失                

１．固定資産除却損  206           

２．減損損失  1,149           

３．その他  31  1,387  4.4

税金等調整前中間純利益       738  2.3

法人税、住民税及び事業
税  296           

法人税等調整額 △132  164  0.5

中間純利益       573  1.8
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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10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（百万円）

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  738

減価償却費  999

減損損失  1,149

負ののれん償却額 △426

通貨スワップ評価損益
（評価益：△）  290

貸倒引当金の増減額（減
少：△）  28

退職給付引当金の増減額
（減少：△） 

△5

役員退職慰労金引当金の
増減額（減少：△） 

△23

未払役員退職慰労金の増
減額（減少：△）  

△718

ポイント引当金の増加額  72

賞与引当金の増減額 △40

長期貸付金の家賃相殺額  128

敷金・保証金の家賃相殺
額  326

有形固定資産売却益 △571

有形固定資産除却損  206

受取利息及び受取配当金 △52

支払利息  28

為替差損益（差益：△）  19

売上債権の増減額（増
加：△） 

△1,076

たな卸資産の増減額（増
加：△）  50

仕入債務の増減額（減
少：△）  4,346

未払消費税等増減額（減
少：△） 

△102

その他  574

小計  5,943

利息及び配当金の受取額  27

利息の支払額 △50

法人税等の支払額 △30

法人税の還付額  491

営業活動によるキャッシ
ュ・フロー  6,382
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前中間連結会計期間

（自 平成19年10月１日 
至 平成20年３月31日） 

区分 金額（百万円）

Ⅱ 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 

△250

定期預金の払戻による収
入  10

有形固定資産の取得によ
る支出 

△1,102

有形固定資産の売却によ
る収入  1,242

有形固定資産の除却に伴
う支出 

△51

有価証券の売却による収
入  249

投資有価証券の取得によ
る支出 

△49

新規連結子会社の取得に
よる収入  3,212

敷金・保証金の差入によ
る支出 

△157

敷金・保証金の返還によ
る収入  228

貸付による支出 △158

貸付金の回収による収入  26

出店仮勘定の支出額 △45

その他 △58

投資活動によるキャッシ
ュ・フロー  3,095

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  500

長期借入による収入  5,500

長期借入金の返済による
支出 

△340

自己株式の取得による支
出額 

△0

配当金の支払額 △290

財務活動によるキャッシ
ュ・フロー  5,368

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
換算差額 

△19

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加
額  14,826

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首
残高  5,801

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間
期末残高 

 20,628
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