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1.  平成22年8月期第2四半期の業績（平成21年9月1日～平成22年2月28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2四半期 8,885 △10.4 455 ― 451 ― 140 ―
21年8月期第2四半期 9,918 ― △101 ― △99 ― △252 ―

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2四半期 4.60 ―
21年8月期第2四半期 △8.27 ―

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2四半期 16,339 7,875 48.2 258.38
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2四半期  7,875百万円 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 ― 2.50
22年8月期 

（予想）
― 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） 
（％表示は対前期増減率）

（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

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2四半期 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2四半期  1,566,453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2四半期 30,480,801株 21年8月期第2四半期 30,481,451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２四半期累計期間におけるわが国の経済は、持ち直してきていますが、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、一部専門店・量販店を除き、百貨店などでの売上高は、前年実績割れが続く厳しい

状況での推移でありました。 

このような状況のなか、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、赤字店舗を中心に状況把握

に努め、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まいりました。また、現行の販売促進施策の再検

討を行い、ポイント制度の充実などを図るとともに、ミディ層をはじめとする新規のお客様の拡大に注力してまいり

ました。 

売上高は、ポイント制度の運用方法の変更によりポイント引当金繰入額の表示箇所を販売費及び一般管理費から売

上高控除に変更したことによる影響（２億84百万円）等で当初予想を下回りましたが、その一方で、当初の計画以上

に販売費及び一般管理費等の削減効果が顕著に表れ、営業利益、経常利益及び四半期純利益が当初予想を上回りまし

た。 

これらの結果、当第２四半期累計期間の業績は、売上高88億85百万円（前年同期比10.4％減）、営業利益４億55百

万円（前年同期は１億１百万円の営業損失）、経常利益４億51百万円（前年同期は99百万円の経常損失）、四半期純

利益１億40百万円（前年同期は２億52百万円の四半期純損失）となりました。 

当第２四半期会計期間末における資産合計は163億39百万円となり、前事業年度末に比べ、12億36百万円の増加と

なりました。 

流動資産合計は60億28百万円となり、前事業年度末に比べ、12億33百万円の増加となりました。これは主に、現金

及び預金の増加、たな卸資産の増加及び売掛金の増加の結果によるものであります。 

固定資産合計は103億11百万円となり、前事業年度末に比べ、２百万円の増加となりました。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２四半期会計期間末における負債合計は84億63百万円となり、前事業年度末に比べ、11億68百万円の増加とな

りました。 

流動負債合計は66億64百万円となり、前事業年度末に比べ、８億２百万円の増加となりました。これは主に、未払

法人税等の増加、支払手形及び買掛金の増加、ポイント引当金の増加、短期借入金の減少及び１年内返済予定の長期

借入金の減少の結果によるものであります。 

固定負債合計は17億98百万円となり、前事業年度末に比べ、３億65百万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２四半期会計期間末における純資産合計は78億75百万円となり、前事業年度末に比べ、67百万円の増加となり

ました。これは主に、四半期純利益の計上による利益剰余金の増加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２四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、７億12百

万円増加し、38億71百万円となりました。 

当第２四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、増加した資金は10億29百万円（前年同期は57百万円の減少）となりました。これは主に、税引前

四半期純利益３億59百万円、退職給付引当金の増加３億77百万円、仕入債務の増加２億49百万円等による資金の増

加、たな卸資産の増加３億50百万円、売上債権の増加１億96百万円及び訴訟関連損失の支払83百万円等による資金の

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21百万円（前年同期は27百万円の増加）となりました。これは主に、差入保証金

の回収による収入61百万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20百万円及び無形固定資産の取得による支出19百万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３億38百万円（前年同期は２億93百万円の増加）となりました。これは主に、長

期借入れによる収入２億円による資金の増加、長期借入金の返済による支出３億20百万円、短期借入金の純減少１億

35百万円及び配当金の支払75百万円等による資金の減少によるものであります。 

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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経済の先行きについては、当面、雇用情勢に厳しさが残るものの、企業収益の改善が続くなかで、景気の持ち直し

傾向が続くことが期待される一方、海外景気の下振れ懸念、デフレの影響など、景気を下押しするリスクが存在する

状況であります。 

当社としては、引き続き、全営業店黒字化の推進を最優先課題と捉え、赤字店舗の黒字化を図る予定です。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も続けており、今後経営の効率化が図

れると期待しております。 

なお、現時点での通期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業績予想を修正せず据え置

いておりますが、現在、計画などを慎重に精査しており確定次第、速やかに公表致します。 

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２四半期会計期間末 
(平成22年２月28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 3,871,378 3,158,828

売掛金 594,308 397,515

商品及び製品 836,053 520,009

仕掛品 2,279 3,330

未成業務支出金 31,658 18,898

原材料及び貯蔵品 150,018 127,383

その他 544,325 571,939

貸倒引当金 △2,014 △3,516

流動資産合計 6,028,009 4,794,390

固定資産   

有形固定資産   

建物（純額） 3,281,773 3,371,933

土地 4,986,672 4,986,672

その他（純額） 268,190 277,128

有形固定資産合計 8,536,637 8,635,734

無形固定資産 273,995 288,806

投資その他の資産   

その他 1,500,664 1,383,951

貸倒引当金 △227 △313

投資その他の資産合計 1,500,437 1,383,638

固定資産合計 10,311,069 10,308,178

資産合計 16,339,078 15,102,569
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（単位：千円）

当第２四半期会計期間末 
(平成22年２月28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 1,362,226 1,112,985

短期借入金 2,670,000 2,805,000

1年内返済予定の長期借入金 513,864 607,200

未払法人税等 408,500 78,987

賞与引当金 242,000 154,077

返品調整引当金 19,000 58,000

ポイント引当金 335,000 225,000

その他 1,114,367 820,768

流動負債合計 6,664,958 5,862,018

固定負債   

長期借入金 639,270 666,200

退職給付引当金 1,077,788 699,844

その他 81,435 66,758

固定負債合計 1,798,494 1,432,802

負債合計 8,463,452 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 3,843,804 3,779,906

自己株式 △492,465 △492,429

株主資本合計 7,879,521 7,815,658

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,550 △1,082

繰延ヘッジ損益 △5,445 △6,827

評価・換算差額等合計 △3,895 △7,910

純資産合計 7,875,626 7,807,747

負債純資産合計 16,339,078 15,102,569
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（２）四半期損益計算書 
（第２四半期累計期間） 

（単位：千円）

前第２四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

売上高 9,918,763 8,885,132

売上原価 5,221,849 4,709,323

売上総利益 4,696,913 4,175,809

返品調整引当金戻入額 96,000 58,000

返品調整引当金繰入額 72,000 19,000

差引売上総利益 4,720,913 4,214,809

販売費及び一般管理費 4,822,361 3,759,397

営業利益又は営業損失（△） △101,447 455,412

営業外収益   

受取利息 3,026 1,874

受取配当金 131 123

受取手数料 30,846 24,312

不動産賃貸料 － 9,457

その他 16,659 3,671

営業外収益合計 50,663 39,439

営業外費用   

支払利息 40,262 35,409

その他 8,658 8,369

営業外費用合計 48,921 43,778

経常利益又は経常損失（△） △99,705 451,073

特別利益   

賞与引当金戻入額 93,561 －

貸倒引当金戻入額 1,818 1,588

特別利益合計 95,379 1,588

特別損失   

減損損失 41,985 4,422

固定資産除却損 34,241 －

訴訟関連損失 － 61,199

その他 44,094 27,779

特別損失合計 120,321 93,401

税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） △124,647 359,259

法人税、住民税及び事業税 68,450 386,993

法人税等調整額 59,096 △167,835

法人税等合計 127,546 219,158

四半期純利益又は四半期純損失（△） △252,193 140,101
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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２四半期累計期間 
(自 平成20年９月１日 
 至 平成21年２月28日) 

当第２四半期累計期間 
(自 平成21年９月１日 
 至 平成22年２月28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
（△）

△124,647 359,259

減価償却費 205,882 173,727

減損損失 41,985 4,422

長期前払費用償却額 5,573 3,297

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,687 △1,588

賞与引当金の増減額（△は減少） △180,000 87,923

返品調整引当金の増減額（△は減少） △24,000 △39,000

ポイント引当金の増減額（△は減少） △373,000 110,000

退職給付引当金の増減額（△は減少） 123,017 377,944

受取利息及び受取配当金 △3,157 △1,998

支払利息 40,262 35,409

固定資産除却損 34,241 7,466

投資有価証券評価損益（△は益） － 4,500

賃貸借契約解約損 18,732 14,483

売上債権の増減額（△は増加） 263,714 △196,792

たな卸資産の増減額（△は増加） 75,575 △350,387

前払費用の増減額（△は増加） 105,488 10,072

仕入債務の増減額（△は減少） △119,704 249,240

未払金の増減額（△は減少） △47,506 106,291

未払費用の増減額（△は減少） △107,855 △15,927

前受金の増減額（△は減少） 18,164 80,747

未払消費税等の増減額（△は減少） 91,707 105,588

その他 8,847 86,215

小計 51,637 1,210,896

利息及び配当金の受取額 3,339 2,099

利息の支払額 △43,299 △38,251

訴訟関連損失の支払額 △20,000 △83,729

法人税等の支払額 △66,054 △63,116

法人税等の還付額 16,939 1,708

営業活動によるキャッシュ・フロー △57,437 1,029,606

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 △32,294 △17,112

無形固定資産の取得による支出 △27,907 △19,121

投資有価証券の取得による支出 － △363

差入保証金の差入による支出 △15,419 △2,920

差入保証金の回収による収入 106,626 61,366

その他 △3,206 △667

投資活動によるキャッシュ・フロー 27,799 21,182

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） 730,000 △135,000

長期借入れによる収入 － 200,000

長期借入金の返済による支出 △303,600 △320,266

ファイナンス・リース債務の返済による支出 － △7,205

自己株式の取得による支出 △2,153 △35

配当金の支払額 △130,390 △75,731

財務活動によるキャッシュ・フロー 293,856 △338,238

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） 264,218 712,549

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 2,869,299 3,871,378
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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２四半期累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年２月28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）  2,009,643  18.3  116.2

（ブラジャー・ガードル等）  8,114,325  73.9  110.0

その他  861,608  7.8  131.2

合計  10,985,577  100.0  112.6

（２）仕入実績

区分 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年２月28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  260,628  94.0  96.9

健康食品  16,676  6.0  129.0

合計  277,305  100.0  98.3

（３）受注状況
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①地域別販売実績 

（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、ポイント引当金繰入額の金額であります。 

  

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．製品のその他は主に、ストッキングの金額であります。 

３．その他は、ポイント引当金繰入額の金額であります。  

  

（４）販売実績

区分 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年２月28日） 

金額（千円） 構成比（％） 前年同期比（％） 

北海道・東北・信越地区  947,317  10.7  87.3

関東地区  2,501,070  28.1  92.9

北陸・東海地区  2,234,697  25.2  95.4

近畿地区  1,123,859  12.6  85.6

中国・四国地区  116,955  1.3  68.2

九州・沖縄地区  2,246,039  25.3  96.9

小計  9,169,939  103.2  92.5

 その他  △284,806  △3.2  －

合計  8,885,132  100.0  89.6

区分 

当第２四半期累計期間 
（自 平成21年９月１日 
至 平成22年２月28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）  1,425,455  16.0  84.4

（ブラジャー・ガードル等）  5,772,368  65.0  88.0

その他  800,279  9.0  142.9

小計  7,998,103  90.0  90.8

商品 

ボディケア化粧品・下着用洗剤等  1,083,607  12.2  104.7

健康食品  88,228  1.0  121.9

小計  1,171,835  13.2  105.8

合計  9,169,939  103.2  92.5

 その他  △284,806  △3.2  －

 総合計  8,885,132  100.0  89.6
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