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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 6,068 ― 622 ― 620 ― 332 ―

20年8月期第3四半期 5,864 3.9 791 △1.9 808 2.2 438 1.6

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 5,574.41 ―

20年8月期第3四半期 9,163.38 ―

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 5,184 3,870 74.6 64,757.91
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3四半期  3,867百万円 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  有  

  ※当社は、連結当期純利益の20%前後を配当性向の目安としておりますが、経営環境等の変動により配当金が予想から変動する可能性があります。 

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）

1,150.00 1,150.00

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  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 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3四半期 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3四半期  ―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3四半期 59,720株 20年8月期第3四半期 47,859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、世界的な金融危機の深刻化や世界経済の減速から外需に依存し

ていた輸出関連企業を中心として収益が大幅に減少いたしました。また雇用不安や将来の所得への不安感から個人消

費も落ち込み、景気は大幅に冷え込みました。紳士服業界におきましても、団塊世代のリタイアによりスーツ着用人

口が減少する中で、消費者心理が生活防衛的になるにつれ買い控え傾向が強まり、厳しい経営環境が続きました。  

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、当第３四半期連結会計期間（３ヶ月）におきましては主力の「ザ・スーパースーツストア」

を４店舗出店し48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店舗出店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」は４店舗、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68店舗となりました（第２四半期末は64店舗）。 

  

 商品面では、当第３四半期連結会計期間（３ヶ月）におきましては 平成21年春夏シーズンからこれまでのクラシ

ック系に加え商品の楽しさを重視したリーズナブルで新しいコンセプトライン 「room19（ルーム・イチキュ

ウ）」 を「ザ・スーパースーツストア」の主要店舗にコーナー展開し、さらなる顧客層の開拓を行いました。 

   

 これらの結果、当第３四半期連結累計期間の業績は、売上高が60億68百万円、営業利益６億22百万円、経常利益  

６億20百万円、四半期純利益は３億32百万円となりました。 

  

 当第３四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156百万円、商品及び

製品が160百万円、建物及び構築物が60百万円、器具備品が57百万円、土地が80百万円、建設仮勘定が78百万円、長

期前払費用が81百万円増加した一方、現預金が６億26百万円減少したことなどにより21百万円増加し、51億84百万円

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、買掛金が１億43百万円、長期未払金が１億38百万円

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1億22百万円（１年未満も含む）、未払法人税が

１億39百万円、前受金が84百万円減少したことなどにより２億24百万円減少し、13億13百万円となりました。また純

資産は、２億46百万円増加し38億70百万円となり、自己資本比率は前連結会計年度末に比べ4.4％増加し、74.6％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21年4月14日に公表いたしました業績予想に変更はあり

ません。 

  

  

 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）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。 

  

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日公表分）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。 

  

      賞与引当金 

       前連結会計年度においては、従業員賞与の確定額を未払金として計上しておりましたが、当第３四半期連

      結会計期間は支給額が確定しないため、支給見込額を賞与引当金として計上しております。 

       なお、前連結会計年度においては支給確定額30,295千円を流動負債(その他)に含め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 1,009,622 1,636,341

受取手形及び売掛金 507,173 350,188

商品及び製品 1,221,549 1,060,879

原材料 115,956 213,952

仕掛品 3,221 5,630

繰延税金資産 42,377 63,277

その他 118,630 48,250

流動資産合計 3,018,531 3,378,520

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 988,224 859,167

減価償却累計額 △327,273 △258,459

建物及び構築物（純額） 660,950 600,707

器具及び備品 256,489 145,456

減価償却累計額 △118,264 △64,847

器具及び備品(純額) 138,224 80,609

土地 149,401 69,401

建設仮勘定 78,411 －

有形固定資産合計 1,026,988 750,718

無形固定資産 30,611 24,870

投資その他の資産   

繰延税金資産 69,607 68,767

差入保証金 916,767 901,128

その他 121,997 38,583

貸倒引当金 △433 △433

投資その他の資産合計 1,107,939 1,008,045

固定資産合計 2,165,539 1,783,634

資産合計 5,184,070 5,162,155
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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 349,649 205,982

1年内返済予定の長期借入金 140,468 167,001

未払法人税等 78,680 218,273

ポイント引当金 31,765 47,282

賞与引当金 17,878 －

その他 334,732 449,203

流動負債合計 953,174 1,087,743

固定負債   

長期借入金 184,730 280,948

退職給付引当金 36,846 32,888

役員退職慰労引当金 － 136,556

長期未払金 138,754 －

固定負債合計 360,330 450,393

負債合計 1,313,504 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 1,600,992 1,357,669

株主資本合計 3,867,342 3,624,019

少数株主持分 3,223 －

純資産合計 3,870,565 3,624,019

負債純資産合計 5,184,070 5,162,155
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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 6,068,303

売上原価 2,255,716

売上総利益 3,812,586

販売費及び一般管理費 3,189,877

営業利益 622,709

営業外収益  

受取利息 86

為替差益 906

雑収入 5,002

営業外収益合計 5,995

営業外費用  

支払利息 5,434

雑損失 2,340

営業外費用合計 7,775

経常利益 620,929

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 23,772

店舗解約損 11,653

リース契約解約損 5,211

特別損失合計 40,636

税金等調整前四半期純利益 582,137

法人税、住民税及び事業税 225,951

法人税等調整額 20,059

法人税等合計 246,010

少数株主利益 3,223

四半期純利益 332,903
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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利益 582,137

減価償却費 164,989

賞与引当金の増減額（△は減少） 17,878

ポイント引当金の増減額(△は減少) △15,517

退職給付引当金の増減額（△は減少） 3,957

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 △86

支払利息 5,434

為替差損益（△は益） 830

固定資産除却損 23,772

店舗解約損 11,653

売上債権の増減額（△は増加） △156,984

たな卸資産の増減額（△は増加） △60,265

仕入債務の増減額（△は減少） 143,666

前受金の増減額（△は減少） △84,080

長期未払金の増減額（△は減少） 138,754

その他 △61,057

小計 578,527

利息及び配当金の受取額 86

利息の支払額 △5,324

法人税等の支払額 △399,681

営業活動によるキャッシュ・フロー 173,607

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 △440,085

長期前払費用に係る支出 △96,206

差入保証金の差入による支出 △50,145

差入保証金の回収による収入 17,018

その他 △18,081

投資活動によるキャッシュ・フロー △587,500

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 △122,751

配当金の支払額 △89,246

財務活動によるキャッシュ・フロー △211,997

現金及び現金同等物に係る換算差額 △830

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △626,719

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 1,009,622
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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。 

  

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、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等 

（１）第３四半期連結損益計算書 

  

  

 

  

  

  

 前第３四半期連結累計期間 

 （自 平成19年９月1日 

   至 平成20年５月31日） 

  

  

 区分  金額（千円） 百分比（％）

Ⅰ 売上高  5,864,094  100.0

Ⅱ 売上原価  2,207,638  37.6

売上総利益  3,656,455  62.4

Ⅲ 販売費及び一般管理費  2,864,832  48.9

営業利益  791,622  13.5

Ⅳ 営業外収益  27,772  0.5

Ⅴ 営業外費用  10,620  0.2

経常利益  808,774  13.8

Ⅵ 特別損失  19,841  0.3

税金等調整前四半期純利益  788,933  13.5

税金費用  352,383  6.0

少数株主損失   2,000  0.0

四半期純利益  438,550  7.5
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前第３四半期連結累計期間 

  

（２）（要約）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

  
前年同四半期

（自 平成19年９月１日 
  至 平成20年５月31日）  

区 分 金額（千円）

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー      

１．税金等調整前四半期純利益  788,933

２．減価償却費  117,809

３．引当金の増加額  1,895

４．売上債権の増加額 △185,048

５．たな卸資産の増加額 △129,345

６．仕入債務の増加額   109,298

７．前受金の減少額  △40,518

８．その他   16,939

小計  679,963

９．法人税等の支払額  △372,145

10．その他  △9,703

営業活動によるキャッシュ・フロー  298,114

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー      

１．固定資産取得による支出  △436,362

２．差入保証金の支払による支出  △54,213

３．差入保証金の回収による収入   21,047

４．その他  △1,885

投資活動によるキャッシュ・フロー △471,414

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

１．短期借入金の増減額  100,000

２．長期借入金の返済による支出  △85,252

３．長期借入による収入  250,000

４．社債の償還による支出  △150,000

５．配当金の支払額  △81,417

６．株式の発行による収入   772,200

７．少数株主からの払込による収入   2,000

財務活動によるキャッシュ・フロー  807,530

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算差額   0

Ⅴ 現金及び現金同等物の増加額   634,230

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四半期末残高   1,467,005
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前第３四半期連結累計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年５月31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。 

  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年９月１日 至平成20年５月31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。  

  

前第３四半期連結累計期間（自 平成19年９月１日 至 平成20年５月31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。 

  

  

  

  該当事項はありません。  

  

  

（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〕

６．その他の情報
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