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1.  平成22年8月期第1四半期の業績（平成21年9月1日～平成21年11月30日） 

 

(2) 財政状態 

  

(1) 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 ％

22年8月期第1四半期 3,840 △30.1 △323 ― △330 ― △271 ―
21年8月期第1四半期 5,496 ― 79 ― 85 ― 46 ―

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

22年8月期第1四半期 △8.91 ―
21年8月期第1四半期 1.51 ―

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

22年8月期第1四半期 14,561 7,463 51.3 244.85
21年8月期 15,102 7,807 51.7 256.15

（参考） 自己資本  22年8月期第1四半期  7,463百万円 21年8月期  7,807百万円

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
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

21年8月期 ― 0.00 ― 2.50 2.50
22年8月期 ―
22年8月期 
（予想）

2.50 ― 2.50 5.00

3.  平成22年8月期の業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）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

第2四半期 
累計期間

9,400 △5.2 250 ― 240 ― 130 ― 4.26

通期 19,000 △0.3 580 146.9 550 148.6 300 ― 9.84
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4.  その他 
(1) 簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(2) 四半期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） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年8月期第1四半期 32,047,071株 21年8月期 32,047,071株
② 期末自己株式数 22年8月期第1四半期 1,566,243株 21年8月期 1,566,183株
③ 期中平均株式数（四半期累計期間） 22年8月期第1四半期 30,480,840株 21年8月期第1四半期 30,481,827株

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
（将来に関する記述等についてのご注意） 
 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。 
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当第１四半期累計期間におけるわが国の経済は、持ち直しつつありますが、自律性に乏しく、失業率が高水準にあ

るなど依然として厳しい状況にあります。 

女性下着市場におきましても、百貨店、量販店を中心とする主力流通業態で売上高の前年実績割れが続いており、

厳しい状況で推移いたしました。 

このような状況のなか、前期での不採算店舗の統廃合など合理化による損益分岐点売上高の引き下げで、利益確保

ができる経営体質へ近づいたと考えておりましたが、当第１四半期累計期間において、売上が計画を下回る結果とな

りました。リピーターのお客様への売上は、ほぼ計画通りでしたが、新規のお客様への一人当たりの購入単価は計画

を少し上回ったものの、新規契約していただいたお客様の数が当初の計画を下回り、結果、売上全体が伸び悩みまし

た。 

期初からミディ層のお客様の拡大を通じて、全体の新規のお客様数の拡大に結びつけていく試みや11月に約１年ぶ

りの「DECORTE SARAVIR（デコルテサラヴィール）」の新色エレガントピンクの発売などを実施いたしましたが、期

初の落ち込みをカバーするまでには至りませんでした。 

これらの結果、当第１四半期累計期間の業績は、売上高38億40百万円（前年同期比30.1％減）、営業損失３億23百

万円（前年同期は79百万円の営業利益）、経常損失３億30百万円（前年同期は85百万円の経常利益）、四半期純損失

２億71百万円（前年同期は46百万円の四半期純利益）となりました。 

  

当第１四半期会計期間末における資産合計は145億61百万円となり、前事業年度末に比べ、５億40百万円の減少と

なりました。 

流動資産合計は42億66百万円となり、前事業年度末に比べ、５億28百万円の減少となりました。これは主に、たな

卸資産の増加、繰延税金資産の増加、現金及び預金の減少及び売掛金の減少の結果によるものであります。 

固定資産合計は102億95百万円となり、前事業年度末に比べ、12百万円の減少となりました。これは主に、繰延税

金資産の増加、建物等の減価償却による減少及び差入保証金の減少の結果によるものであります。 

当第１四半期会計期間末における負債合計は70億98百万円となり、前事業年度末に比べ、１億96百万円の減少とな

りました。 

流動負債合計は55億69百万円となり、前事業年度末に比べ、２億92百万円の減少となりました。これは主に、未払

費用の増加、前受金の増加、未払消費税等の増加、短期借入金の減少、１年内返済予定の長期借入金の減少、支払手

形及び買掛金の減少及び賞与引当金の減少の結果によるものであります。 

固定負債合計は15億28百万円となり、前事業年度末に比べ、96百万円の増加となりました。これは主に、退職給付

引当金の増加及び長期借入金の減少の結果によるものであります。 

当第１四半期会計期間末における純資産合計は74億63百万円となり、前事業年度末に比べ、３億44百万円の減少と

なりました。これは主に、四半期純損失の計上及び剰余金の配当による利益剰余金の減少の結果によるものでありま

す。 

＜キャッシュ・フローの状況＞ 

当第１四半期会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、前事業年度末に比べ、６億10百

万円減少し、25億48百万円となりました。 

当第１四半期累計期間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、減少した資金は72百万円（前年同期は２億98百万円の増加）となりました。これは主に、退職給

付引当金の増加１億90百万円、未払費用の増加１億37百万円、売上債権の減少１億16百万円等による資金の増加、税

引前四半期純損失３億88百万円、たな卸資産の増加１億83百万円、仕入債務の減少１億48百万円等による資金の減少

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） 

投資活動の結果、増加した資金は27百万円（前年同期は14百万円の減少）となりました。これは主に、差入保証金

の回収による収入55百万円による資金の増加、移転改装等に伴う有形固定資産の取得及び差入保証金の差入による支

出８百万円及び無形固定資産の取得による支出18百万円等による資金の減少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） 

財務活動の結果、減少した資金は５億64百万円（前年同期は７億７百万円の減少）となりました。これは、短期借

定性的情報・財務諸表等

１．経営成績に関する定性的情報

２．財政状態に関する定性的情報
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入金の純減少２億85百万円、長期借入金の返済による支出２億14百万円、配当金の支払62百万円等による資金の減少

によるものであります。  

 経済の先行きについては、当面、厳しい雇用情勢が続くとみられるものの、景気の持ち直し傾向が続くことが期待

される一方、雇用情勢の一層の悪化や海外景気の下振れ懸念、デフレや金融資本市場の変動の影響など、景気を下押

しするリスクが存在する状況であります。 

当社といたしましては、当第１四半期累計期間の状況を踏まえ、ミディ層をはじめとする新規のお客様の拡大に今

まで以上に注力し、ポイント制度の充実をはじめ、積極的な販売促進施策を実施していくとともに、全営業店黒字化

の推進を最優先課題と捉え、利益確保のため、役員をはじめ本社幹部社員が低迷店舗を中心に直接訪問し、現状の状

況把握に努め、再度黒字化に向けた個々の具体的な対策、検討を強化推進しています。また、伊藤忠商事㈱と共同で

情報の一元化と在庫ゼロを目標とする物流体制の改革にも着手し、今後の経営の効率化が図れると期待しています。

これらの施策と11月に投入した「DECORTE SARAVIR（デコルテサラヴィール）」の新色効果が今後顕在化するもの

と考え、現時点での業績予想につきましては、平成21年10月９日に公表いたしました予想数値に変更ありません。 

  

該当事項はありません。   

  

該当事項はありません。  

  

３．業績予想に関する定性的情報

４．その他

（１）簡便な会計処理及び四半期財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（２）四半期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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５．四半期財務諸表 
（１）四半期貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,548,761 3,158,828 

売掛金 280,517 397,515 

商品及び製品 703,334 520,009 

仕掛品 3,937 3,330 

未成業務支出金 21,263 18,898 

原材料及び貯蔵品 124,107 127,383 

その他 585,921 571,939 

貸倒引当金 △1,629 △3,516 

流動資産合計 4,266,213 4,794,390 

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,326,826 3,371,933 

土地 4,986,672 4,986,672 

その他（純額） 264,943 277,128 

有形固定資産合計 8,578,442 8,635,734 

無形固定資産 284,074 288,806 

投資その他の資産   

その他 1,433,464 1,383,951 

貸倒引当金 △276 △313 

投資その他の資産合計 1,433,188 1,383,638 

固定資産合計 10,295,706 10,308,178 

資産合計 14,561,919 15,102,569 
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（単位：千円）

当第１四半期会計期間末 
(平成21年11月30日) 

前事業年度末に係る 
要約貸借対照表 

(平成21年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 963,997 1,112,985 

短期借入金 2,520,000 2,805,000 

1年内返済予定の長期借入金 482,200 607,200 

未払法人税等 41,852 78,987 

賞与引当金 108,593 154,077 

返品調整引当金 51,000 58,000 

ポイント引当金 236,000 225,000 

その他 1,165,934 820,768 

流動負債合計 5,569,578 5,862,018 

固定負債   

長期借入金 576,900 666,200 

退職給付引当金 890,351 699,844 

その他 61,731 66,758 

固定負債合計 1,528,982 1,432,802 

負債合計 7,098,560 7,294,821 

純資産の部   

株主資本   

資本金 2,332,729 2,332,729 

資本剰余金 2,195,452 2,195,452 

利益剰余金 3,432,147 3,779,906 

自己株式 △492,437 △492,429 

株主資本合計 7,467,892 7,815,658 

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,515 △1,082 

繰延ヘッジ損益 △6,048 △6,827 

評価・換算差額等合計 △4,533 △7,910 

純資産合計 7,463,358 7,807,747 

負債純資産合計 14,561,919 15,102,569 
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（２）四半期損益計算書 
（第１四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

売上高 5,496,452 3,840,823 

売上原価 2,780,513 2,202,180 

売上総利益 2,715,939 1,638,643 

返品調整引当金戻入額 96,000 58,000 

返品調整引当金繰入額 88,000 51,000 

差引売上総利益 2,723,939 1,645,643 

販売費及び一般管理費 2,644,833 1,969,513 

営業利益又は営業損失（△） 79,105 △323,870 

営業外収益   

受取利息 1,074 745 

受取配当金 122 116 

受取手数料 21,126 6,549 

不動産賃貸料 － 4,728 

その他 10,782 3,359 

営業外収益合計 33,105 15,500 

営業外費用   

支払利息 19,857 17,455 

その他 6,599 4,197 

営業外費用合計 26,456 21,652 

経常利益又は経常損失（△） 85,754 △330,022 

特別利益   

賞与引当金戻入額 93,561 － 

貸倒引当金戻入額 2,369 1,923 

特別利益合計 95,930 1,923 

特別損失   

減損損失 17,852 2,833 

固定資産除却損 9,940 － 

賃貸借契約解約損 9,732 － 

訴訟関連損失 － 42,063 

その他 － 15,787 

特別損失合計 37,526 60,683 

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） 144,159 △388,782 

法人税、住民税及び事業税 34,234 33,867 

法人税等調整額 63,855 △151,094 

法人税等合計 98,090 △117,226 

四半期純利益又は四半期純損失（△） 46,068 △271,556 
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（３）四半期キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前第１四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成20年11月30日) 

当第１四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成21年11月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失
（△）

144,159 △388,782 

減価償却費 103,819 86,252 

減損損失 17,852 2,833 

長期前払費用償却額 2,847 1,717 

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,902 △1,923 

賞与引当金の増減額（△は減少） △139,000 △45,483 

返品調整引当金の増減額（△は減少） △8,000 △7,000 

ポイント引当金の増減額（△は減少） △343,000 11,000 

退職給付引当金の増減額（△は減少） 19,997 190,506 

受取利息及び受取配当金 △1,196 △862 

支払利息 19,857 17,455 

固定資産除却損 9,940 393 

賃貸借契約解約損 9,732 10,063 

売上債権の増減額（△は増加） 37,843 116,998 

たな卸資産の増減額（△は増加） 79,882 △183,019 

前払費用の増減額（△は増加） 105,264 9,103 

仕入債務の増減額（△は減少） 85,766 △148,987 

未払金の増減額（△は減少） △23,807 21,158 

未払費用の増減額（△は減少） 154,584 137,168 

前受金の増減額（△は減少） △1,374 81,880 

未払消費税等の増減額（△は減少） 121,623 71,412 

その他 △8,057 26,650 

小計 386,833 8,535 

利息及び配当金の受取額 1,672 1,386 

利息の支払額 △24,323 △19,915 

法人税等の支払額 △65,639 △62,929 

営業活動によるキャッシュ・フロー 298,543 △72,922 

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 △13,504 △8,699 

無形固定資産の取得による支出 △12,507 △18,197 

差入保証金の差入による支出 △14,471 △40 

差入保証金の回収による収入 27,882 55,006 

その他 △2,393 △284 

投資活動によるキャッシュ・フロー △14,994 27,786 

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） △360,000 △285,000 

長期借入金の返済による支出 △214,300 △214,300 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △3,602 

自己株式の取得による支出 △2,135 △7 

配当金の支払額 △130,661 △62,021 

財務活動によるキャッシュ・フロー △707,096 △564,931 

現金及び現金同等物に係る換算差額 － － 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △423,547 △610,067 

現金及び現金同等物の期首残高 2,605,080 3,158,828 

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,181,532 2,548,761 
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 該当事項はありません。 

  

 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）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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（注）１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２．その他は主に、ストッキングの金額であります。 

  

  

（注）金額は仕入価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

当社は、一部受注生産を行っておりますが、販売実績に占める受注販売実績割合の重要性が乏しいため、記載

を省略しております。 

  

６．生産、受注及び販売の状況

（１）生産実績

区分 

当第１四半期累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

ファンデーション・ランジェリー       

（ボディスーツ）  943,467  18.7  102.7

（ブラジャー・ガードル等）  3,727,709  73.9  96.5

その他  372,035  7.4  185.0

合計  5,043,212  100.0  101.2

（２）仕入実績

区分 

当第１四半期累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

ボディケア化粧品・下着用洗剤等  104,108  97.7  63.0

健康食品  2,494  2.3  －

合計  106,603  100.0  64.4

（３）受注状況
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①地域別販売実績 

（注）金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

  

②品目別販売実績 

（注）１．金額は販売価格で表示しており、消費税等は含まれておりません。 

２．その他は主に、ストッキングの金額であります。 

  

（４）販売実績

区分 

当第１四半期累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

北海道・東北・信越地区  375,583  9.8  64.5

関東地区  1,036,222  27.0  70.2

北陸・東海地区  926,331  24.1  67.8

近畿地区  518,136  13.5  72.9

中国・四国地区  57,198  1.5  62.2

九州・沖縄地区  927,350  24.1  73.1

合計  3,840,823  100.0  69.9

区分 

当第１四半期累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成21年11月30日） 

金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

製品 

ファンデーション・ランジェリー       

（ボディスーツ）  635,670  16.6  66.7

（ブラジャー・ガードル等）  2,461,800  64.1  67.5

その他  284,474  7.4  159.7

小計  3,381,945  88.1  70.8

商品 

ボディケア化粧品・下着用洗剤等  411,316  10.7  61.3

健康食品  47,561  1.2  103.1

小計  458,877  11.9  64.0

合計  3,840,823  100.0  69.9
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