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1.  平成21年9月期第3四半期の連結業績（平成20年10月1日～平成21年6月30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3四半期 57,309 ― 1,146 ― △3,935 ― △5,806 ―

20年9月期第3四半期 53,093 13.9 1,726 △26.6 2,543 △22.5 1,229 43.0

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3四半期 △199.38 ―

20年9月期第3四半期 41.99 ―

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3四半期 83,482 39,900 47.8 1,369.99
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3四半期  39,900百万円 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  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 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、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) 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3四半期 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3四半期 2,022,375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3四半期 29,124,900株 20年9月期第3四半期 29,126,571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、世界的な景気停滞の影響を背景に、雇用・所得環境は悪化

し、先行き不透明感は、未だに払拭されない状況が続いております。 

小売業界におきましても、消費者心理は生活防衛意識が強まり買い控え傾向が顕著に現れ、厳しい経営環境が続

きました。 

このような経済状況のもと、ファッション事業におきましては、快適に過ごすことのできるファッションスタイ

ルの提案「COOL BIZ」を推進してまいりました。また、ヒット商品「シャワークリーンスーツ」は好調に推移いた

しましたが、消費マインドの萎縮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、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10店舗

を退店したことにより店舗数は433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３四半期連結累計期間におきましては、売上高573億9百万円、営業利益11億46百万円となりま

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58億73百万円（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58億19百万円）や特別損失に株式相場の低迷による投資有価証券評価損4億59百万円及

び減損損失18億88百万円を計上することとなり、経常損失39億35百万円、四半期純損失58億6百万円となりまし

た。 

  

  

 当第３四半期連結会計期間末の総資産は、季節的変動要因等により、売掛金及び商品が増加いたしましたが、現

金及び預金が減少したことに加え、減損損失の計上による有形固定資産の減少等により、前連結会計年度末と比較

して38億57百万円減の834億82百万円となりました。負債は、有利子負債の返済により減少しましたが、為替の影

響によりデリバティブ負債が増加し、前連結会計年度末と比較して37億90百万円増の435億82百万円となりまし

た。純資産は四半期純損失の計上による利益剰余金の減少により、前連結会計年度末と比較して76億47百万円減の

399億円となりました。この結果、自己資本比率は47.8％となりました。  

  

  

 現時点では5月15日に発表した連結業績予想を変更しておりません。 

  

  

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３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、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。 

また、棚卸資産の簿価切下げに関しては、収益性の低下が明らかなものについてのみ正味売却価額を見積

り、簿価切下げを行う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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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 6,660 9,579

受取手形及び売掛金 2,302 1,391

有価証券 114 380

商品 22,981 20,286

繰延税金資産 196 361

その他 925 1,896

貸倒引当金 △0 △0

流動資産合計 33,181 33,895

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物（純額） 15,837 16,289

土地 13,672 14,143

その他（純額） 1,577 2,698

有形固定資産合計 31,087 33,131

無形固定資産   

のれん 41 57

その他 708 699

無形固定資産合計 749 756

投資その他の資産   

投資有価証券 1,860 2,167

敷金及び保証金 11,708 12,060

繰延税金資産 5 490

その他 4,950 4,860

貸倒引当金 △61 △22

投資その他の資産合計 18,463 19,556

固定資産合計 50,300 53,444

資産合計 83,482 87,340

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 8,079 5,306

短期借入金 5,967 6,891

1年内返済予定の長期借入金 2,354 2,354

未払金 291 1,113

未払法人税等 134 155

賞与引当金 284 630

デリバティブ負債 5,409 350

その他 1,769 1,774

流動負債合計 24,290 18,577
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（単位：百万円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年６月30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 13,169 14,936

長期未払金 112 166

繰延税金負債 185 54

退職給付引当金 953 892

役員退職慰労引当金 88 78

ポイント引当金 1,492 1,052

負ののれん 2,522 3,197

長期預り保証金 616 653

その他 150 182

固定負債合計 19,291 21,214

負債合計 43,582 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 23,032 29,130

自己株式 △3,337 △3,337

株主資本合計 39,745 45,844

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 154 170

評価・換算差額等合計 154 170

少数株主持分 － 1,533

純資産合計 39,900 47,548

負債純資産合計 83,482 87,340
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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：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 57,309

売上原価 29,260

売上総利益 28,049

販売費及び一般管理費 26,902

営業利益 1,146

営業外収益  

受取利息 64

受取配当金 37

不動産賃貸料 284

負ののれん償却額 675

雑収入 348

営業外収益合計 1,409

営業外費用  

支払利息 325

デリバティブ評価損 5,873

雑損失 292

営業外費用合計 6,491

経常損失（△） △3,935

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 127

投資有価証券評価損 459

減損損失 1,888

その他 95

特別損失合計 2,570

税金等調整前四半期純損失（△） △6,505

法人税、住民税及び事業税 159

法人税等調整額 675

法人税等合計 835

少数株主損失（△） △1,533

四半期純損失（△） △5,806
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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３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30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（△） △6,505

減価償却費 1,638

減損損失 1,888

負ののれん償却額 △675

デリバティブ評価損益（△は益） 5,873

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） 60

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） 439

賞与引当金の増減額（△は減少） △346

長期貸付金の家賃相殺額 233

敷金及び保証金の家賃相殺額 313

投資有価証券評価損益（△は益） 459

有形固定資産売却損益（△は益） 0

有形固定資産除却損 127

受取利息及び受取配当金 △101

支払利息 325

為替差損益（△は益） 45

売上債権の増減額（△は増加） △910

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,706

仕入債務の増減額（△は減少） 3,481

未払消費税等の増減額（△は減少） △152

その他 14

小計 3,567

利息及び配当金の受取額 52

利息の支払額 △315

法人税等の支払額 △180

法人税等の還付額 152

営業活動によるキャッシュ・フロー 3,276
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（単位：百万円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成21年６月30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 △240

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 △3,018

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 △91

有価証券の取得による支出 △50

有価証券の売却による収入 50

投資有価証券の取得による支出 △97

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 △320

敷金及び保証金の回収による収入 493

貸付けによる支出 △206

貸付金の回収による収入 30

その他 △139

投資活動によるキャッシュ・フロー △3,058

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） △924

長期借入金の返済による支出 △1,766

自己株式の取得による支出 △0

自己株式の売却による収入 0

配当金の支払額 △290

財務活動によるキャッシュ・フロー △2,981

現金及び現金同等物に係る換算差額 △45

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △2,808

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 6,609
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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３四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 △5,806   △5,806

 自己株式の取得  △0 △0

 自己株式の処分   △0  0 0

当第３四半期連結会計期間末までの
変動額合計 － － △6,098  △0 △6,098

当第３四半期連結会計期間末残高 5,305  14,745  23,032 △3,337  39,745
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「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年10月１日～平成20年６月30日） 

   

科目 

前年同四半期
（平成20年９月期 
第３四半期） 

金額（百万円）

Ⅰ 売上高  53,093

Ⅱ 売上原価  24,199

売上総利益  28,894

Ⅲ 販売費及び一般管理費  27,168

営業利益  1,726

Ⅳ 営業外収益  1,139

Ⅴ 営業外費用  321

経常利益  2,543

Ⅵ 特別利益  671

Ⅶ 特別損失  1,422

税金等調整前四半期純利益  1,792

法人税、住民税及び事業税   521

法人税等調整額  △32

少数株主利益  74

四半期純利益  1,229
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