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1.  平成21年8月期第3四半期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年5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8月期第3四半期 6,429 ― △3 ― △64 ― △330 ―

20年8月期第3四半期 7,852 △11.1 34 55.4 3 ― △230 ―

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3四半期 △39.13 ―

20年8月期第3四半期 △27.21 ―

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3四半期 5,757 1,862 30.9 210.27
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3四半期  1,778百万円 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 ― ― ― ― ―

21年8月期 ― ― ―

21年8月期 
（予想）

― ―

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 △17.2 △220 ― △270 ― △520 ― △61.48
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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  

(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．上記に記載した業績は、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４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方針」（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3四半期 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3四半期  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3四半期 8,458,042株 20年8月期第3四半期 8,459,400株
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  当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、昨年秋の「リーマン・ショック」による世界的な景気の急減

 速並びに円高などにより、輸出産業を中心として大きな打撃を受けており、企業の設備投資の冷え込み、生産・雇

 用調整の実施等により、国内の経済活動全体が停滞する中で推移いたしました。  

   当社が属するファッション業界におきましても、雇用・所得環境の悪化による個人消費の低迷により、百貨店を

 中心とする衣料品販売は極めて厳しい状況下で推移いたしました。 

   当第３四半期連結累計期間における業績は、景気動向の影響を比較的受けにくいヤング・キャリアブランド事業

 が健闘したものの、主力販路を百貨店とするミセスブランド事業は苦戦を余儀なくされ、また、前中間連結会計期

 間まで連結子会社であった㈱ユーロモーダ（インポートブランド事業）の事業売却の影響等により、売上高は6,429

 百万円（前年同期比18.1％減）、営業損失３百万円（前年同期は営業利益34百万円）、経常損失64百万円（前年同 

 期は経常利益３百万円）となりました。 

   また、減損損失119百万円、投資有価証券評価損57百万円等の特別損失を計上したことなどから、四半期純損失は

 330百万円（前年同期は四半期純損失230百万円）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。 

 ミセスブランド事業 

  個人消費の低迷による百貨店市場の冷え込み、専門店販路の市況低迷により、売上高3,224百万円（前年同期比

 15.7％減）、営業利益243百万円（前年同期比34.4％減）となりました。 

 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、既存店増収の継続と新規出店の実施などにより売上高2,356百万円

（前年同期比2.5％増）、営業利益111百万円（前年同期比14.4％増）となりました。 

 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った㈱ユーロモーダの所有株式の譲渡による事業売却により、当第３四

 半期連結累計期間における当該事業の主な展開ブランドが、ジュエリーブランド「シャンテクレール」となった結

 果、売上高321百万円（前年同期比71.8％減）、営業損失56百万円（前年同期は営業損失120百万円）となりまし

 た。 

 メンズブランド事業 

   デニムブランド「ドゥニーム」は、長引くメンズカジュアル市場の低迷が続くなか、低価格商品の進出等により

 更に厳しい状況で推移しました、その結果、売上高527百万円（前年同期比10.2％減）、営業損失41百万円（前年同

 期は営業損失40百万円）となりました。 

  

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 （資産） 

   当第３四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218百万円減少し、5,757百万円とな

  りました。 

   また、自己資本比率は前連結会計年度末より3.9ポイント低下の30.9％となりました。 

 （負債） 

   当第３四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80百万円増加し、3,894百万円とな

  りました。 

 （純資産） 

   当第３四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298百万円減少し、1,862百万円と

  なりました。  

（２）キャッシュ・フローの状況 

   当第３四半期連結累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159百万円減少し786百万円となりました。 

   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121百万円となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失246百万円に

  対し、減価償却費117百万円、減損損失119百万円、仕入債務の増加128百万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309百万円となりました。これは主に有形固定資産の取得による支出100百万

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
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  円、定期預金の預入による支出211百万円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） 

   財務活動により増加した資金は13百万円となりました。これは主に、短期借入れ及び長期借入れによる収入

  726百万円、短期借入金及び長期借入金の返済による支出665百万円、社債の償還による支出30百万円によるもの

  であります。 

  

  

  平成21年８月期の通期の連結業績予想につきましては、本日別途開示しております「特別損失の発生及び業績予

 想の修正に関するお知らせ」をご覧ください。  

  

  

 該当事項はありません。  

  

   

①固定資産の減価償却 

 定率法を採用している固定資産の減価償却については、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。  

  

  

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。 

  

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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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３四半期連結会計期間末
(平成21年５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８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 996,741 958,387

受取手形及び売掛金 960,113 976,576

たな卸資産 1,327,632 1,371,984

その他 190,045 178,971

貸倒引当金 △14,205 △16,534

流動資産合計 3,460,327 3,469,385

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 873,815 980,740

土地 908,746 908,746

その他 104,781 138,085

有形固定資産合計 1,887,343 2,027,572

無形固定資産   

その他 20,142 31,724

無形固定資産合計 20,142 31,724

投資その他の資産   

その他 457,713 504,345

貸倒引当金 △68,284 △57,283

投資その他の資産合計 389,428 447,062

固定資産合計 2,296,915 2,506,358

資産合計 5,757,242 5,975,743
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（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年５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８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,237,835 1,113,101

短期借入金 1,424,700 1,102,035

1年内返済予定の長期借入金 455,942 524,865

1年内償還予定の社債 100,000 30,000

未払法人税等 22,689 30,226

売上値引等調整引当金 51,790 25,906

賞与引当金 13,114 6,108

役員賞与引当金 300 －

ブランド整理損失引当金 － 15,723

その他 242,286 305,420

流動負債合計 3,548,657 3,153,386

固定負債   

社債 100,000 200,000

長期借入金 215,248 425,753

退職給付引当金 12,197 11,448

その他 18,423 23,628

固定負債合計 345,868 660,829

負債合計 3,894,526 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 △92,207 101,326

自己株式 △203,202 △203,202

株主資本合計 1,772,312 2,103,303

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 － △20,887

為替換算調整勘定 6,115 △2,796

評価・換算差額等合計 6,115 △23,683

少数株主持分 84,288 81,908

純資産合計 1,862,716 2,161,528

負債純資産合計 5,757,242 5,975,743
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（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 6,429,938

売上原価 3,505,594

売上総利益 2,924,344

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 51,790

差引売上総利益 2,898,460

販売費及び一般管理費  

貸倒引当金繰入額 10,598

給料及び賞与 1,026,544

賞与引当金繰入額 8,294

その他 1,856,037

販売費及び一般管理費合計 2,901,473

営業損失（△） △3,013

営業外収益  

その他 8,507

営業外収益合計 8,507

営業外費用  

支払利息 37,128

為替差損 30,170

その他 2,493

営業外費用合計 69,793

経常損失（△） △64,298

特別利益  

保険解約返戻金 1,991

店舗閉鎖費用戻入額 4,850

特別利益合計 6,841

特別損失  

減損損失 119,448

投資有価証券評価損 57,187

その他 12,469

特別損失合計 189,105

税金等調整前四半期純損失（△） △246,562

法人税、住民税及び事業税 58,840

法人税等調整額 8,368

少数株主利益 17,218

四半期純損失（△） △330,991
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（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年３月１日 
 至 平成21年５月31日) 

売上高 2,005,803

売上原価 1,036,598

売上総利益 969,204

売上値引等調整引当金戻入額 22,000

売上値引等調整引当金繰入額 51,790

差引売上総利益 939,414

販売費及び一般管理費  

給料及び賞与 339,571

賞与引当金繰入額 4,383

その他 607,609

販売費及び一般管理費合計 951,564

営業損失（△） △12,149

営業外収益  

その他 2,773

営業外収益合計 2,773

営業外費用  

支払利息 12,038

為替差損 2,091

その他 457

営業外費用合計 14,587

経常損失（△） △23,963

特別損失  

減損損失 119,448

投資有価証券評価損 25,400

その他 2,095

特別損失合計 146,943

税金等調整前四半期純損失（△） △170,906

法人税、住民税及び事業税 14,370

法人税等調整額 △1,485

法人税等合計 12,884

少数株主利益 18,085

四半期純損失（△） △201,876
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年５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（△） △246,562

減価償却費 117,576

のれん償却額 7,142

投資有価証券評価損益（△は益） 57,187

減損損失 119,448

貸倒引当金の増減額（△は減少） 8,672

売上値引等調整引当金の増減額（△は減少） 25,884

支払利息 37,128

売上債権の増減額（△は増加） 10,062

たな卸資産の増減額（△は増加） 20,694

仕入債務の増減額（△は減少） 128,282

その他 △55,890

小計 229,626

利息の支払額 △41,883

法人税等の還付額 26,590

法人税等の支払額 △92,967

営業活動によるキャッシュ・フロー 121,365

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 △100,848

定期預金の預入による支出 △211,800

定期預金の払戻による収入 13,200

その他 △10,176

投資活動によるキャッシュ・フロー △309,624

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 646,906

短期借入金の返済による支出 △306,086

長期借入れによる収入 80,000

長期借入金の返済による支出 △359,428

社債の償還による支出 △30,000

長期未払金の返済による支出 △5,205

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 13,539

現金及び現金同等物に係る換算差額 15,113

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △159,606

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 786,371
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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。 

  

 当第３四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年５月31日） 

 当社グループは、前連結会計年度末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３四半期

連結累計期間においても、四半期純損失を計上し、少額ながら営業損失及び経常損失も計上しており、本格的な

業績の回復を確認できる状況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、売場と連動した新たな商品企画を行い、既存店舗の活性化

を推進します。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、平成21年９月１日付で連結子会社である㈱ビスケー、㈱ビーシープランニング、㈱

セットフォアの３社を合併することといたしました。これは、今後予想される厳しい市場環境に対応するために

は、３社が保有する経営資源を一元化のうえ、機能強化を図るとともに、業務の効率化による販売費及び一般管

理費の削減を行い、収益力の向上を目指すことが最善であると判断したためであります。 

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るとともに、プロモーション強化によるＷＥＢ販売を強化・充実させていきま

す。また、「デイライル」に関しては、ヤング・キャリアブラドで話題のイベント「渋谷ガールズコレクショ

ン」へ出展し、３月 には金沢、大宮及び梅田への出店を行い、売上強化を図っております。 

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、新しい販路として著名人とのタイアップによるテレビ通販を機にさらなる認知度アッ

プと売上強化を図っております。 

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みを実

現化しており、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続き実行してまいります。 

５．経営の合理化 

 経営コストの削減、取締役報酬の減額などの施策を講じ、経営基盤の強化と収益構造の改善に取組んでおりま

 すが、より一層の収益構造の改善の一環として、人員の適正化を図り、現在及び将来の事業環境に対応していく

 ために30名程度の希望退職の募集を行うことを決定いたしました。 

  

 四半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。  

  

（４）継続企業の前提に関する注記
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  当第３四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年５月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年５月31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３四半期連結累計期間（自 平成20年９月１日 至 平成21年５月31日） 

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

  

  

 該当事項はありません。 

（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等 

（要約）四半期連結損益計算書 

前年同四半期（平成19年９月１日～平成20年５月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期
（平成20年８月期 
第３四半期） 

金額（千円）

Ⅰ 売上高  7,852,641

Ⅱ 売上原価  4,347,656

売上総利益  3,504,985

  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  70,722

  差引売上総利益  3,477,441

Ⅲ 販売費及び一般管理費  3,443,379

営業利益  34,062

Ⅳ 営業外収益  27,380

Ⅴ 営業外費用  57,882

経常利益  3,559

Ⅵ 特別利益  2,148

Ⅶ 特別損失  173,427

税金等調整前四半期純損失
（△）  

△167,720

税金費用   127,611

少数株主損失 （△） △65,114

四半期純損失 （△） △230,217
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