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1.  平成22年8月期第1四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成21年11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 ％

22年8月期第1四半期 2,059 △15.6 39 △74.3 23 △84.0 △44 ―

21年8月期第1四半期 2,441 ― 152 ― 144 ― 84 ―

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 △5.31 ―

21年8月期第1四半期 9.94 ―

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 5,121 1,182 21.5 129.90
21年8月期 4,885 1,225 23.5 135.67

（参考） 自己資本   22年8月期第1四半期  1,098百万円 21年8月期  1,147百万円

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 ― 0.00 0.00

22年8月期 ―

22年8月期 
（予想）

0.00 ― 0.00 0.00

3.  平成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）

（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

第2四半期 
連結累計期間

3,600 △13.7 △90 ― △110 ― △200 ― △23.64

通期 6,800 △14.8 △60 ― △110 ― △210 ― △24.83
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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予想は、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影響を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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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 8,988,000株 21年8月期  8,988,000株

② 期末自己株式数 22年8月期第1四半期  529,958株 21年8月期  529,958株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年8月期第1四半期 8,458,042株 21年8月期第1四半期 8,458,042株
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   当第１四半期におけるわが国経済は、一昨年の米国発の世界金融危機の影響による景気低迷が続くなか、景気対

 策や外需回復による経済指標の持ち直しの動きが見受けられたものの、デフレ傾向がより一層強くなり、先行き不

 透明な状況で推移いたしました。 

     当社グループが属するアパレル業界におきましては、雇用環境が厳しいなか、一般消費者の生活防衛意識や節約

     志向による買い控えが続いており、低価格帯商品を中心に展開するファストファッションが好調に推移しているも

     のの、衣料消費は一段と厳しい状況が続いております。 

     当第１四半期の連結業績は、ミセスブランド事業を展開している子会社３社の合併及び同ブランド事業の生産子

     会社の事業廃止決定、メンズブランド事業の事業譲渡等、グループ事業の再構築を図った結果、売上高2,059百万円

    (前年同期比15.6％減)、営業利益39百万円 (前年同期比74.3％減)、経常利益23百万円(前年同期比84.0％減)、四半

     期純損失44百万円(前年 同期は84百万円の四半期純利益)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。  

 ①ミセスブランド事業 

       平成21年９月１日付で、㈱ビスケーを存続会社として、㈱ビーシープランニンング、㈱セットフォアの３社を合

     併いたしました。また、併せて二つの不採算ブランドの廃止を行うとともに生産子会社のバーンズ㈱の事業廃止決

     定した結果、売上高1,085百万円（前年同期比18.2％減）、営業利益147百万円（前年同期比21.0％減）となりまし

     た。 

 ②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３店舗、キャリアブランドの「アナディス」「アナカ」は１店舗の新

 規出店を行ったものの、ファストファッションの影響等により、店頭市況の冷え込みが予想以上に厳しい状況で推

 移いたしました。その結果、売上高797百万円（前年同期比6.7％減）、営業利益33百万円（前年同期比61.2％減）

 となりました。 

 ③インポートブランド事業 

       ジュエリーブランド「シャンテクレール」は、宝飾品市場の低迷が続くなか、地方都市を中心に専門店とのタイ

     アップによる卸売り事業を中心に売上高の強化を図った結果、売上高115百万円（前年同期比39.9％増）、営業損失

     15百万円（前年同期は営業損失22百万円）となりました。 

 ④メンズブランド事業 

   デニムブランド「ドゥニーム」を展開しております㈱ＳＨＩＮＳは、平成21年10月１日付で事業譲渡を実施いた

 しました。その結果、売上高60百万円（前年同期比65.6％減）、営業損失58百万円（前年同期は営業損失５百万

 円）となりました。 

  

（１）資産、負債及び純資産の状況 

 （資産） 

   当第１四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236百万円増加し、5,121百万円とな

  りました。 

   また、自己資本比率は前連結会計年度末より2.0ポイント低下の21.5％となりました。 

 （負債）  

    当第１四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279百万円増加し、3,939百万円とな

  りました。 

 （純資産） 

    当第１四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43百万円減少し、1,182百万円と

  なりました。 

  

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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（２）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、前連結会計年度末に比べて

   365百万円増加し874百万円となりました。 

   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） 

   営業活動による増加した資金は146百万円（前年同四半期比26百万円の減少）となりました。これは主に、仕

  入債務の増加265百万円や減価償却費31百万円、減損損失35百万円などの非資金費用による資金増加要因が、売

  上債権の増加206百万円等の資金減少要因を上回ったことによるものであります。なお、前年同四半期比で減少

  したのは、たな卸資産の圧縮による効果以上に、税金等調整前四半期純利益の落ち込みが大きかったからであり

  ます。  

 （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

      投資活動により増加した資金は288百万円（前年同四半期は41百万円の減少）となりました。これは主に、

   定期預金の払戻による収入200百万円、事業譲渡による収入130百万円、有形固定資産の取得による支出35百万円

   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） 

      財務活動により減少した資金は72百万円（前年同四半期は88百万円の減少）となりました。これは主に、短

  期借入れによる収入100百万円、長期借入金の返済による支出117百万円、社債の償還による支出50百万円による

  ものであります。 

   

  平成22年８月期の業績予想につきましては、本日（平成22年１月14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」に変更はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

①固定資産の減価償却費の算定方法 

 定率法を採用している固定資産の減価償却費については、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。 

  

  該当事項はありません。  

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（４）継続企業の前提に関する注記」に記載のとおり、継続企業の前提に重要な疑

   義を生じさせるような状況が存在しておりますが、当社グループといたしましては以下の対応策の実行により業績

   の回復に努め、当該状況の解消を目指してまいります。 

   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

        取引の抑制を引続き図ります。また、平成21年９月１日付で（株）ビスケー、（株）ビーシープランニング及

     び(株）セットフォアの３社を合併し、２つの不採算ブランドの廃止、神戸営業所の閉鎖を行いました。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、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。その結果、売上高は減少したものの、経費削減の効果により、売上高に占める

         販売費及び一般管理費の比率が低下しております。今後も継続的に業務の効率化を図ってまいります。 

  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販売の強化・充実を図ります。ま

   た、「デイライル」に関しては、話題のイベント「渋谷ガールズコレクション」への出展効果により、地方を含

   めたファッションビル等からの出店依頼があり、９月には広島、札幌及び新宿ルミネESTへの出店と更なる売上強

   化を図ってまいりました。しかしながら、低価格帯商品を中心に展開するファストファッションの影響もあり、

   非常に厳しい状況で推移いたしました。今後の対策といたしましては、上記、生産・仕入計画等の見直しは勿

   論、商品企画の強化を更に図ります。 

   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、ヨーロッパブランドを中心に卸と

   小売り両面に亘り、事業の拡大を図ります。また、「シャンテクレール」は、新しい販路である著名人とタ

  イアップしたテレビ通販によって更に認知度をアップさせており、百貨店での期間限定販売や専門店とタイアッ

  プしたイベントへ積極的に出展することで売上強化を図っております。 

   ④子会社再編  

   平成21年10月１日付で連結子会社でありました株式会社SHINSの事業の全部を譲渡しました。これにより、たな

  卸資産及び有利子負債等の削減を図ることができました。また、婦人服製造会社であるバーンズ株式会社は同社 

  の早期黒字化は困難であるため、事業活動の停止を決定してグループ全体の収益の改善を図ることが最善である 

   と判断いたしました。 

   ⑤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

   行するとともに、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、経営管理機能強化を引続き実行してまいります。 

   ⑥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。また、各社においては、適正人員の見直し、事業譲渡、合併等により、営業所の見直しを行った結果、神戸

   営業所（閉鎖前まで３社使用）の廃止を決断し、経費削減を図っております。 

   ⑦財務基盤の安定化     

     今後弁済期を迎える借入金については、主力取引銀行との期日延長及びリファイナンスの交渉が進捗している

   ところであり、当面の資金繰りについては支障がないものと考えております。 

（４）継続企業の前提に関する重要な事象等
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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１四半期連結会計期間末
(平成21年11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21年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 889,304 721,477

受取手形及び売掛金 868,462 662,972

商品及び製品 997,339 1,037,351

仕掛品 7,073 57,270

原材料及び貯蔵品 117,985 111,452

その他 182,840 170,560

貸倒引当金 △16,007 △12,482

流動資産合計 3,046,999 2,748,602

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 728,452 756,773

土地 851,449 851,449

その他 80,022 92,310

有形固定資産合計 1,659,924 1,700,532

無形固定資産   

その他 26,142 19,495

無形固定資産合計 26,142 19,495

投資その他の資産   

その他 453,194 482,289

貸倒引当金 △64,820 △65,666

投資その他の資産合計 388,374 416,623

固定資産合計 2,074,440 2,136,650

資産合計 5,121,440 4,885,253
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年11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21年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 1,295,304 1,031,165

短期借入金 1,555,200 1,459,200

1年内返済予定の長期借入金 352,646 410,742

1年内償還予定の社債 100,000 100,000

未払法人税等 16,227 －

売上値引等調整引当金 36,661 14,038

賞与引当金 10,485 6,470

ブランド整理損失引当金 15,620 6,620

その他 288,442 281,421

流動負債合計 3,670,585 3,309,657

固定負債   

社債 50,000 100,000

長期借入金 162,663 221,661

退職給付引当金 29,627 12,012

その他 26,410 16,109

固定負債合計 268,701 349,783

負債合計 3,939,287 3,659,441

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 1,016,823

利益剰余金 △757,462 △712,549

自己株式 △203,202 △203,202

株主資本合計 1,107,057 1,151,970

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △3,000 －

為替換算調整勘定 △5,375 △4,469

評価・換算差額等合計 △8,375 △4,469

少数株主持分 83,470 78,311

純資産合計 1,182,153 1,225,812

負債純資産合計 5,121,440 4,885,253
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（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 2,441,204 2,059,722

売上原価 1,245,702 1,141,620

売上総利益 1,195,501 918,101

売上値引等調整引当金戻入額 25,906 14,038

売上値引等調整引当金繰入額 57,432 36,661

差引売上総利益 1,163,975 895,478

販売費及び一般管理費   

貸倒引当金繰入額 3,884 4,389

給料及び賞与 345,280 280,248

賞与引当金繰入額 6,288 4,535

役員賞与引当金繰入額 1,388 －

その他 654,657 567,060

販売費及び一般管理費合計 1,011,497 856,233

営業利益 152,477 39,245

営業外収益   

為替差益 2,394 －

助成金収入 － 2,061

持分法による投資利益 － 4,342

その他 2,560 2,033

営業外収益合計 4,954 8,436

営業外費用   

支払利息 12,278 13,616

為替差損 － 7,493

その他 430 3,387

営業外費用合計 12,708 24,497

経常利益 144,723 23,184

特別利益   

事業譲渡益 － 30,000

特別利益合計 － 30,000

特別損失   

特別退職金 － 17,300

減損損失 － 35,566

その他 － 24,092

特別損失合計 － 76,959

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

144,723 △23,774

法人税、住民税及び事業税 50,701 27,611

法人税等調整額 602 △11,733

法人税等合計 51,303 15,878

少数株主利益 9,376 5,259

四半期純利益又は四半期純損失（△） 84,044 △44,912
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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）

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

当第１四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半
期純損失（△）

144,723 △23,774

減価償却費 36,969 31,948

のれん償却額 5,357 －

特別退職金 － 17,300

減損損失 － 35,566

事業譲渡損益（△は益） － △30,000

貸倒引当金の増減額（△は減少） 3,037 2,678

売上値引等調整引当金の増減額（△は減少） 31,526 22,623

支払利息 12,278 13,616

売上債権の増減額（△は増加） △275,469 △206,956

たな卸資産の増減額（△は増加） △90,487 15,451

仕入債務の増減額（△は減少） 358,414 265,106

その他 20,751 54,719

小計 247,101 198,280

利息の支払額 △12,610 △6,431

特別退職金の支払額 － △27,649

法人税等の還付額 － 7,550

法人税等の支払額 △61,280 △25,159

営業活動によるキャッシュ・フロー 173,210 146,590

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 △42,339 △35,457

定期預金の払戻による収入 － 200,000

事業譲渡による収入 － 130,734

その他 423 △6,729

投資活動によるキャッシュ・フロー △41,916 288,547

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 93,010 100,000

短期借入金の返済による支出 △22,950 △4,000

長期借入金の返済による支出 △129,578 △117,094

社債の償還による支出 △15,000 △50,000

長期未払金の返済による支出 △1,735 △1,735

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 △88,901 △72,829

現金及び現金同等物に係る換算差額 △1,459 3,417

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 40,932 365,727

現金及び現金同等物の期首残高 945,977 509,011

現金及び現金同等物の四半期末残高 986,910 874,738
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  当第１四半期連結会計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日） 

 当社グループは、前連結会計年度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１四半期連

決会計期間は営業利益を計上しているものの、四半期純損失を計上しており、本格的な業績の回復を確認できる

まで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を生じさせるような状況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引続き図ります。また、平成21年９月１日付で（株）ビスケー、（株）ビーシープラン

  ニング及び(株）セットフォアの３社を合併し、２つの不採算ブランドの廃止、神戸営業所の閉鎖を行いまし

  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、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。その結果、売上高は減少したものの、経費削減の効果に

  より、売上高に占める販売費及び一般管理費の比率が低下しております。今後も継続的業務の効率化を図っ

 てまいります。 

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販売の強化・充実を図りま

  す。また、「デイライル」に関しては、話題のイベント「渋谷ガールズコレクション」への出展効果によ

 り、地方を含めたファッションビル等からの出店依頼があり、９月には広島、札幌及び新宿ルミネESTへの出

 店と更なる売上強化を図ってまいりました。しかしながら、低価格帯商品を中心に展開するファストファッ

 ションの影響もあり、非常に厳しい状況で推移いたしました。今後の対策といたしましては、上記、生産・

 仕入計画等の見直しは勿論、商品企画の強化を更に図ります。 

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、ヨーロッパブランドを中心に

 卸と小売り両面に亘り、事業の拡大を図ります。また、「シャンテクレール」は、新しい販路である著名人

 とタイアップしたテレビ通販によって更に認知度をアップさせており、百貨店での期間限定販売や専門店と

 タイアップしたイベントへ積極的に出展することで売上強化を図っております。 

４．子会社再編 

  平成21年10月１日付で連結子会社でありました株式会社SHINSの事業の全部を譲渡しました。これにより、

 たな卸資産及び有利子負債等の削減を図ることができました。また、婦人服製造会社であるバーンズ株式会

 社は同社の早期黒字化は困難であるため、事業活動の停止を決定してグループ全体の収益の改善を図ること

 が最善であると判断いたしました。 

５．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

 を実行するとともに、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、経営管理機能強化を引続き実行してまいります。 

６．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。また、各社においては、適正人員の見直し、事業譲渡、合併等により、営業所の見直しを行った結

 果、神戸営業所（閉鎖前まで３社使用）の廃止を決断し、経費削減を図っております。 

７．財務基盤の安定化    

   今後弁済期を迎える借入金については、主力取引銀行との期日延長及びリファイナンスの交渉が進捗して

  いるところであり、当面の資金繰りについては支障がないものと考えております。 

  

 以上のとおり、上記の対応策を関係者と協議を行いながら進めている途上であるため、現時点では継続企業

の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 なお、四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成しており、継続企業の前提に関する重要な不確実の

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１四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30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１四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30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１四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成21年11月30日）    

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

   

 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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  該当事項はありません。 

  

６．その他の情報
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