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1.  21年8月期の連結業績（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年8月期 7,822 2.1 633 △24.0 630 △25.7 303 △33.8

20年8月期 7,662 4.2 833 △1.5 848 2.1 458 4.6

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年8月期 5,081.60 ― 8.1 12.5 8.1
20年8月期 9,013.75 ― 15.0 18.5 10.9

（参考） 持分法投資損益 21年8月期  ―百万円 20年8月期  ―百万円

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 4,944 3,842 77.6 64,265.11
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  3,837百万円 20年8月期  3,624百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年8月期 343 △617 △259 1,102
20年8月期 739 △502 566 1,636

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年8月期 ― ― ― 1,500.00 1,500.00 89 16.6 2.6
21年8月期 ― ― ― 1,000.00 1,000.00 59 19.7 1.6

22年8月期 
（予想）

― ― ― 1,000.00 1,000.00 19.9

3.  22年8月期の連結業績予想（平成21年9月1日～平成22年8月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
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。 

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

第2四半期 
連結累計期間

3,500 △12.6 273 △13.3 270 △13.7 125 △26.3 2,093.10

通期 7,000 △10.5 605 △4.4 600 △4.9 300 △1.1 5,023.44
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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) 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（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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 59,720株 20年8月期 59,720株

② 期末自己株式数 21年8月期  ―株 20年8月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年8月期の個別業績（平成20年9月1日～平成21年8月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年8月期 6,157 △4.3 324 △57.3 373 △53.9 147 △66.4

20年8月期 6,434 △1.4 762 △5.7 810 △1.5 437 △1.2

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年8月期 2,463.81 ―

20年8月期 8,606.30 ―

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 4,501 3,657 81.3 61,246.82
20年8月期 4,864 3,600 74.0 60,283.01

（参考） 自己資本 21年8月期  3,657百万円 20年8月期  3,600百万円
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(1）経営成績に関する分析 

    当連結会計年度の日本経済は、世界的な金融危機の深刻化や世界経済の減速から企業収益が大幅に減少し、雇用不 

    安や将来の所得への不安感から個人消費が急激に落ち込むなど、引き続き厳しい状態が続きました。 

  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 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」ブランドのプレタポルテ（既製服）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にある生産委託先へ生産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、工場と販売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。 

  

     販売店舗におきましては、主力の「ザ・スーパースーツストア」は、平成20年4月に業務・資本提携した株式会社 

丸井グループの「マルイ」への７店舗の出店を含めて12店舗出店し、2店舗を退店して47店舗になりました。また、

リーズナブルな価格で提供する「スーツ・アンド・スーツ」は５店舗出店、５店舗退店して12店舗に、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２店舗退店して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（前期末は56店舗）。 

  

 商品面では、平成21年春夏シーズンから、商品の楽しさを重視したリーズナブルな新しいコンセプト商品 

「room19」 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、新たな顧客層の開拓をおこないました。 

  

 さらに、本社の運営費用削減と物流業務の効率化を図るため、本年1月に京都市内に倉庫としても利用可能な中古

建物を取得し、本年6月に本社を移転して物流倉庫も設置いたしました。  

  

これらの結果、当連結会計年度の連結売上高は78億22百万円（前期比2.1%増）となりました。また、売上原価は原価

率の改善により13百万円（前期比0.5%）の増加にとどまりましたが、販売費及び一般管理費は３億47百万円（前期比

9.0%）増加した結果、連結営業利益は６億33百万円（前期比24.0%減）、連結経常利益は６億30百万円（前期比25.7%

減）、連結当期純利益は３億３百万円（前期比33.8%減）となりました。 

  

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ２億18百万円減少し、49億44百万円となりました。 

 流動資産につきましては、前連結会計年度に比べ４億99百万円減少し、28億78百万円となりました。主な変動要因

としましては、現金及び預金が５億33百万円、たな卸資産が67百万円減少した一方、受取手形及び売掛金が11百万

円、未収金が36百万円増加しました。 

 固定資産につきましては、前連結会計年度に比べ２億81百万円増加し、20億65百万円となりました。主な変動要因

としましては、建物が93百万円、器具及び備品が40百万円、土地が83百万円、長期前払費用が75百万円増加した一

方、差入保証金は26百万円減少しました。 

 負債につきましては、前連結会計年度に比べ４億36百万円減少し、11億１百万円となりました。主な変動要因とし

ましては、流動負債が３億９百万円減少し、また固定負債も１億27百万円減少しました。流動負債の変動要因としま

しては、買掛金が13百万円、未払金が63百万円、前受金が24百万円、１年以内返済予定長期借入金が34百万円、未払

法人税が１億41百万円減少しました。固定負債の変動要因としましては、長期借入金が１億35百万円減少した一方退

職給与引当金が６百万円増加しました。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

  当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という）は、営業活動により３億43百万円増加した一

方、投資活動で６億17百万円、財務活動により２億59百万円減少しました。その結果、当連結会計年度末の資金残高

は11億２百万円となり、前連結会計年度末に比べ５億33百万円減少しております。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・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） 

  営業活動の結果得られた資金は３億43百万円(前年同期は７億39百万円)となりました。これは、主に税金等調整前

当期純利益５億49百万円(前年同期８億15百万円)、減価償却費２億30百万円(前年同期１億62百万円)、たな卸資産の

１．経営成績
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減少額67百万円(前年同期87百万円）の増加要因に対して、売上債権の増加額11百万円(前年同期82百万円)、法人税

等の支払額４億２百万円(前年同期３億62百万円)等の減少要因によるものです。 

  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は６億17百万円(前年同期は５億２百万円)となりました。これは、主に固定資産取得

による支出が４億73百万円(前年同期４億53百万円)、差入保証金の支払いによる支出が50百万円(前年同期72百万円)

等の減少要因に対して、差入保証金の回収による収入が26百万円(前年同期26百万円)であったためです。 

  

 （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動の結果減少した資金は２億59百万円(前年同期は５億66百万円の増加)となりました。これは、長期借入金

の返済による減少１億70百万円(前年同期１億26百万円)、配当金の支払いによる減少89百万円(前年同期81百万円)に

よるものです。  

  

  なお、キャッシュ・フローの指標は次のとおりであります。 

自己資本比率：自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い 

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

（注２）株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。 

（注３）営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。有利子負債は連結貸借対照表に計上している負債のうち利子を支払っている全て

の負債を対象としております。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支

払額を使用しております。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

 当社は、株主各位に対する利益還元は経営の重要な政策のひとつとして位置づけております。会社成長のための

内部留保を充実させるとともに、経営資源を有効に活用することで企業収益力を高め、株主各位には業績に応じた

配当の実現と安定的な配当の継続を配当政策の基本方針としております。 

 平成21年８月期の期末配当金につきましては、１株につき1,000円を予定しております。次期(平成22年８月期)

の期末配当金につきましては、1株につき1,000円を予定しております。 

(4）事業等のリスク 

①事業内容について 

イ．需要見込みの変動リスクについて 

 当社グループの商品仕入計画の実行時期については、お客様の商品への需要動向及び商品在庫状況等を把握し

た上で、概ね６ヶ月前に商品企画及び仕入・生産委託計画の実行を行っております。そのため当社グループにお

いては、常に仕入・販売・在庫計画の実需予測に基づく計画とその実績の乖離要因の把握に努め、精度向上に努

めておりますが、お客様のニーズに合った商品を提供できなかったこと等の要因によりお客様の需要との乖離が

顕著に発生した場合には、結果として製品や商品在庫の陳腐化等により当社グループの財政状態及び経営成績に

影響を及ぼす可能性があります。 

  

ロ．店舗展開について 

 当社グループは当連結会計年度末（平成21年８月31日）現在64店舗を運営しております。現在は集客力のある

商業施設及び都心部路面店への出店が中心になっておりますが、都心部や地方中核都市の商業施設、あるいは路

面へも出店する計画です。ただし、路面店物件で当社の出店条件に合致した物件がない場合、法的規制等により

  
前連結会計年度
平成20年８月期 

当連結会計年度 
平成21年８月期 

自己資本比率(％)  70.2  77.6

時価ベースの自己資本比率(％)  80.8  59.2

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年)  0.6  0.8

インタレスト・カバレッジ・レシオ  59.7  51.6
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計画通りに出店できない場合、並びに既存店舗立地環境の変化等により収益性が低下して退店が必要となった場

合には、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

  

②財政状態・経営成績等について 

イ．仕入原価の変動について 

 当社グループの商品仕入については、直接及び間接の輸入による割合が大きく、その主な輸入先は中国、英国

及びイタリアとなっております。直接輸入取引についてはほとんど米ドル建で、間接輸入取引についてはすべて

円建で行っており、米ドルの場合は当社グループにおいて発注の都度為替予約を行い、為替相場変動の影響の軽

減に努めております。しかし中長期的には、外国通貨の為替レートに変化が発生した場合には仕入原価が変動

し、当社グループの財政状態及び経営成績に影響を及ぼす可能性があります。 

    

ロ．敷金、保証金の未返還リスクについて 

 当社グループは、多店舗展開を行っておりますが、テナント店舗においては賃借先に敷金ならびに保証金を支

出しております。契約時には賃借先の信用状況を十分勘案し、出店の判断をいたしますが、出店後の賃借先の信

用状況の変化などにより、または中途解約による退店により、敷金ならびに保証金が返還されないリスクがあり

ます。 

  

③特有の法的規制等について 

個人情報の保護に関する法律（個人情報保護法）の影響について 

 当社グループは会員組織「モバイルオンリークラブ」の運営に加えて、オーダースーツの注文の都度お客様の

個人情報の記載された注文書を入手しているため、多くの個人情報を保有しております。これらの情報の取扱に

ついては、情報管理者を選任し、個人情報保護方針等を公表し、その運用のための管理体制を整える等、個人情

報の外部漏洩に関しては細心の注意を払っております。 

 しかしながら、万一外部漏洩事件が発生した場合は、社会的信用問題及び賠償問題などにより、当社グループ

の財政状態及び経営成績に影響を与える可能性があります。   

  

 (5)継続企業の前提に関する重要事象等 

     該当する事項はありません。 

  

株式会社オンリー（3376）　平成21年8月期　決算短信

-　5　-



４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,636,341 1,102,772

受取手形及び売掛金 350,188 361,842

たな卸資産 1,280,462 －

商品及び製品 － 1,032,460

仕掛品 － 5,606

材料及び貯蔵品 － 175,153

繰延税金資産 63,277 57,826

その他 48,250 142,981

流動資産合計 3,378,520 2,878,644

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 859,167 1,021,203

減価償却累計額 △258,459 △326,649

建物及び構築物（純額） 600,707 694,554

器具及び備品 145,456 261,736

減価償却累計額 △64,847 △141,014

器具及び備品（純額） 80,609 120,722

土地 69,401 152,955

有形固定資産合計 750,718 968,231

無形固定資産 24,870 34,199

投資その他の資産   

繰延税金資産 68,767 72,209

差入保証金 901,128 874,376

その他 38,583 116,841

貸倒引当金 △433 △433

投資その他の資産合計 1,008,045 1,062,994

固定資産合計 1,783,634 2,065,425

資産合計 5,162,155 4,944,070
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年８月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 205,982 192,919

1年内返済予定の長期借入金 167,001 132,068

未払法人税等 218,273 76,343

ポイント引当金 47,282 42,650

その他 449,203 334,555

流動負債合計 1,087,743 778,536

固定負債   

長期借入金 280,948 145,540

退職給付引当金 32,888 39,068

役員退職慰労引当金 136,556 －

長期未払金 － 138,754

固定負債合計 450,393 323,363

負債合計 1,538,136 1,101,899

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 1,357,669 1,571,562

株主資本合計 3,624,019 3,837,912

少数株主持分 － 4,258

純資産合計 3,624,019 3,842,170

負債純資産合計 5,162,155 4,944,070
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 7,662,084 7,822,984

売上原価 2,989,668 3,003,499

売上総利益 4,672,416 4,819,485

販売費及び一般管理費 3,839,033 4,186,347

営業利益 833,382 633,137

営業外収益   

受取利息 301 145

受取配当金 5 5

受取保険金 24,337 2,427

雑収入 4,016 4,970

営業外収益合計 28,660 7,549

営業外費用   

支払利息 12,078 6,785

社債利息 218 －

雑損失 1,220 3,253

営業外費用合計 13,517 10,039

経常利益 848,525 630,647

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 15,664 48,019

店舗解約損 11,465 29,443

リース契約解約損 6,347 5,211

特別損失合計 33,478 82,674

税金等調整前当期純利益 815,047 549,818

法人税、住民税及び事業税 370,737 240,078

法人税等調整額 △11,948 2,007

法人税等合計 358,788 242,086

少数株主利益又は少数株主損失（△） △2,000 4,258

当期純利益 458,258 303,473
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 693,750 1,079,850

当期変動額   

新株の発行 386,100 －

当期変動額合計 386,100 －

当期末残高 1,079,850 1,079,850

資本剰余金   

前期末残高 800,400 1,186,500

当期変動額   

新株の発行 386,100 －

当期変動額合計 386,100 －

当期末残高 1,186,500 1,186,500

利益剰余金   

前期末残高 981,170 1,357,669

当期変動額   

剰余金の配当 △81,760 △89,580

当期純利益 458,258 303,473

当期変動額合計 376,498 213,893

当期末残高 1,357,669 1,571,562

株主資本合計   

前期末残高 2,475,320 3,624,019

当期変動額   

新株の発行 772,200 －

剰余金の配当 △81,760 △89,580

当期純利益 458,258 303,473

当期変動額合計 1,148,698 213,893

当期末残高 3,624,019 3,837,912

少数株主持分   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － 4,258

当期変動額合計 － 4,258

当期末残高 － 4,258

純資産合計   

前期末残高 2,475,320 3,624,019

当期変動額   

新株の発行 772,200 －

剰余金の配当 △81,760 △89,580

当期純利益 458,258 303,473

少数株主利益 － 4,258

当期変動額合計 1,148,698 218,151

当期末残高 3,624,019 3,842,170
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 815,047 549,818

減価償却費 162,927 230,335

ポイント引当金の増減額（△は減少） 2,293 △4,631

退職給付引当金の増減額（△は減少） 14,751 6,180

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 7,563 △136,556

受取利息及び受取配当金 △306 △150

支払利息 12,297 6,785

為替差損益（△は益） 63 △647

固定資産除却損 15,664 48,019

店舗解約損 11,465 29,443

売上債権の増減額（△は増加） △82,536 △11,654

たな卸資産の増減額（△は増加） 87,386 67,241

仕入債務の増減額（△は減少） 33,140 △13,063

前受金の増減額（△は減少） 30,534 △24,919

長期未払金の増加（減少）額 － 138,754

その他の増減額 3,590 △132,914

小計 1,113,882 752,040

利息及び配当金の受取額 306 150

利息の支払額 △12,397 △6,655

法人税等の支払額 △362,106 △402,414

営業活動によるキャッシュ・フロー 739,685 343,120

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 △453,674 △473,549

長期前払費用の取得による支出 － △96,206

差入保証金の支払による支出 △72,815 △50,145

差入保証金の回収による収入 26,439 26,917

その他 △2,514 △24,689

投資活動によるキャッシュ・フロー △502,564 △617,673

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） △100,000 －

長期借入れによる収入 250,000 －

長期借入金の返済による支出 △126,169 △170,341

社債の償還による支出 △150,000 －

株式の発行による収入 772,200 －

少数株主からの払込みによる収入 2,000 －

配当金の支払額 △81,521 △89,322

財務活動によるキャッシュ・フロー 566,509 △259,663

現金及び現金同等物に係る換算差額 △63 647

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 803,567 △533,568

現金及び現金同等物の期首残高 832,774 1,636,341

現金及び現金同等物の期末残高 1,636,341 1,102,772
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

－ （棚卸資産評価基準の変更） 

当社及び連結子会社は、当連結会計年度より「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）を適用しております。 

 なお、この変更による損益に与える影響はありません。

－ （リース取引に関する会計基準等の適用） 

 当社及び連結子会社は、当連結会計年度より「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等の適用指針」

（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））を適用しております。 

 なお、リース取引開始日が当連結会計年度開始前の所有

権移転外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。 

 この変更による損益に与える影響はありません。 

表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

－ （連結貸借対照表）  

 「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等

の一部を改正する内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令

第50号）を適用することに伴い、前連結会計年度におい

て、「たな卸資産」として掲記されていたものは、当連結

会計年度から「商品及び製品」「仕掛品」「材料及び貯蔵

品」に区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商

品及び製品」「仕掛品」「材料及び貯蔵品」は、それぞれ

1,060,879千円、5,630千円、213,952千円であります。  

 － （連結キャッシュフロー計算書）  

 投資活動によるキャッシュ・フローの「長期前払費用の

取得による支出」は、前連結会計年度は「その他」に含め

て表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区分

掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「その他」に含まれている「長

期前払費用の取得による支出」は4,169千円であります。 
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前連結会計年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８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。 

当連結会計年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８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。 

前連結会計年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８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。 

当連結会計年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８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。 

前連結会計年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８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。 

当連結会計年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８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。 

  

 （注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

前連結会計年度（自 平成19年９月１日 至 平成20年８月31日） 

  該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成20年９月１日 至 平成21年８月31日） 

  該当事項はありません。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭 60,683 51

１株当たり当期純利益金額 円 銭 9,013 75

１株当たり純資産額 円 銭 64,265 11

１株当たり当期純利益金額 円 銭 5,081 60

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。 

  
前連結会計年度

（自 平成19年９月１日 
至 平成20年８月31日） 

当連結会計年度
（自 平成20年９月１日 
至 平成21年８月31日） 

当期純利益（千円）  458,258  303,473

普通株主に帰属しない金額（千円）  －  －

普通株式に係る当期純利益（千円）  458,258  303,473

期中平均株式数（株）  50,840  59,720

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整

後１株当たり当期純利益の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 新株予約権１種類（新株予約権に

よる潜在株式の数   2,232株） 

 新株予約権１種類（新株予約権に

よる潜在株式の数  2,076株） 

（重要な後発事象）
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年８月31日) 

当事業年度 
(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,493,839 915,958

売掛金 247,814 225,914

商品 746,504 815,012

材料 44,436 29,444

前払費用 255 162

繰延税金資産 48,948 36,067

関係会社短期貸付金 202,500 110,763

未収入金 55,795 153,989

その他 57,243 40,979

流動資産合計 2,897,338 2,328,293

固定資産   

有形固定資産   

建物 797,719 966,292

減価償却累計額 △250,063 △312,120

建物（純額） 547,655 654,172

工具、器具及び備品 133,581 249,369

減価償却累計額 △58,594 △132,260

工具、器具及び備品（純額） 74,987 117,108

土地 69,401 152,955

有形固定資産合計 692,045 924,236

無形固定資産   

ソフトウエア 17,957 26,927

電話加入権 4,858 4,858

無形固定資産合計 22,815 31,785

投資その他の資産   

関係会社株式 54,298 54,298

出資金 376 376

関係会社長期貸付金 229,263 136,900

破産更生債権等 433 433

長期前払費用 8,211 84,573

繰延税金資産 79,259 80,401

差入保証金 871,461 848,859

保険積立金 27,310 29,824

貸倒引当金 △18,533 △18,533

投資その他の資産合計 1,252,080 1,217,132

固定資産合計 1,966,941 2,173,155

資産合計 4,864,279 4,501,448
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年８月31日) 

当事業年度 
(平成21年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 178,883 171,618

1年内返済予定の長期借入金 126,921 91,988

未払金 149,987 103,016

未払費用 86,368 86,520

未払法人税等 190,282 －

未払消費税等 12,454 －

前受金 104,251 77,254

預り金 7,460 1,257

前受収益 100 305

ポイント引当金 40,716 35,014

その他 1,687 921

流動負債合計 899,114 567,896

固定負債   

長期借入金 197,848 105,860

退職給付引当金 30,659 36,056

長期未払金 － 133,974

役員退職慰労引当金 136,556 －

固定負債合計 365,063 275,891

負債合計 1,264,178 843,788

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,079,850 1,079,850

資本剰余金   

資本準備金 1,186,500 1,186,500

資本剰余金合計 1,186,500 1,186,500

利益剰余金   

利益準備金 4,000 4,000

その他利益剰余金   

別途積立金 38,300 38,300

繰越利益剰余金 1,291,451 1,349,010

利益剰余金合計 1,333,751 1,391,310

株主資本合計 3,600,101 3,657,660

純資産合計 3,600,101 3,657,660

負債純資産合計 4,864,279 4,501,448
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

売上高 6,434,756 6,157,671

売上原価   

商品期首たな卸高 846,737 746,504

材料期首たな卸高 44,905 44,436

当期商品仕入高 1,986,804 2,083,949

当期材料仕入高 146,419 123,232

当期外注工賃 304,798 264,728

合計 3,329,665 3,262,852

商品期末たな卸高 746,504 815,012

材料期末たな卸高 44,436 29,444

売上原価合計 2,538,724 2,418,396

売上総利益 3,896,031 3,739,275

販売費及び一般管理費 3,133,551 3,414,413

営業利益 762,480 324,861

営業外収益   

受取利息 9,574 6,751

受取配当金 5 5

受取手数料 23,216 44,563

受取保険金 24,337 2,427

雑収入 1,439 2,580

営業外収益合計 58,573 56,328

営業外費用   

支払利息 9,645 5,028

社債利息 218 －

雑損失 387 2,362

営業外費用合計 10,251 7,390

経常利益 810,802 373,798

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 15,664 42,479

店舗解約損 11,465 26,863

リース契約解約損 6,347 5,211

特別損失合計 33,478 74,553

税引前当期純利益 777,324 301,089

法人税、住民税及び事業税 336,952 142,212

法人税等調整額 2,827 11,738

法人税等合計 339,780 153,950

当期純利益 437,544 147,138
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 693,750 1,079,850

当期変動額   

新株の発行 386,100 －

当期変動額合計 386,100 －

当期末残高 1,079,850 1,079,850

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 800,400 1,186,500

当期変動額   

新株の発行 386,100 －

当期変動額合計 386,100 －

当期末残高 1,186,500 1,186,500

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 4,000 4,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 4,000 4,000

その他利益剰余金   

別途積立金   

前期末残高 38,300 38,300

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 38,300 38,300

繰越利益剰余金   

前期末残高 935,667 1,291,451

当期変動額   

剰余金の配当 △81,760 △89,580

当期純利益 437,544 147,138

当期変動額合計 355,784 57,558

当期末残高 1,291,451 1,349,010

利益剰余金合計   

前期末残高 977,967 1,333,751

当期変動額   

剰余金の配当 △81,760 △89,580

当期純利益 437,544 147,138

当期変動額合計 355,784 57,558

当期末残高 1,333,751 1,391,310
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成19年９月１日 
 至 平成20年８月31日) 

当事業年度 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年８月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 2,472,117 3,600,101

当期変動額   

新株の発行 772,200 －

剰余金の配当 △81,760 △89,580

当期純利益 437,544 147,138

当期変動額合計 1,127,984 57,558

当期末残高 3,600,101 3,657,660

純資産合計   

前期末残高 2,472,117 3,600,101

当期変動額   

新株の発行 772,200 －

剰余金の配当 △81,760 △89,580

当期純利益 437,544 147,138

当期変動額合計 1,127,984 57,558

当期末残高 3,600,101 3,657,660
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 該当事項はありません。 

   

継続企業の前提に関する注記
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