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1.  平成22年8月期第2四半期の連結業績（平成21年9月1日～平成22年2月28日） 

（注）潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、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。 

(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2四半期 3,759 △6.1 253 △19.6 255 △18.4 112 △33.5
21年8月期第2四半期 4,003 ― 314 ― 312 ― 169 ―

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 1,890.00 ―
21年8月期第2四半期 2,840.00 ―

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 5,076 3,894 76.7 65,155.11
21年8月期 4,944 3,842 77.6 64,265.11

（参考） 自己資本   22年8月期第2四半期  3,891百万円 21年8月期  3,837百万円

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 ― 1,000.00 1,000.00
22年8月期 ― 0.00
22年8月期 

（予想）
― 1,000.00 1,000.00

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 7,000 △10.5 605 △4.4 600 △4.9 300 △1.1 5,023.44



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  無  

(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 
 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。 

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 59,720株 21年8月期  59,720株
② 期末自己株式数 22年8月期第2四半期  ―株 21年8月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年8月期第2四半期 59,720株 21年8月期第2四半期 59,720株



 当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、世界的な金融危機の混乱に始まる長期にわたる景気後退局面か

ら、政府の緊急経済対策により一部では持ち直しの動きが見られたものの、企業収益の低下や改善が見られない雇用

情勢の影響による所得環境の悪化など、非常に厳しい状況で推移しました。 

 また、紳士服市場におきましては、団塊世代のリタイア等によりスーツ着用人口が全体的に減少している中で、消

費マインドの萎縮や企業間の価格競争の激化等により、厳しい環境が続いております。 

 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、顧客満足の最大化

を目指して、以下のとおり取り組んで参りました。 

 生産面では「インヘイル・エクスヘイル」及び「シーラブズスーツ」ブランドの既製スーツにつきましては、国内

の直営工場である株式会社オンリーファクトリーが主に中国の生産委託先に技術指導等を行うことによって、製品品

質の向上に努めて参りました。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。 

 商品面では平成21年10月にスタートした新しいレディススーツ「シーラブズスーツ」の展開を進めました。お求め

やすくおしゃれでこだわりのあるスーツで、また洗濯機で「洗えるスーツ」という機能面での特長をもつ商品を中心

に展開しています。 

 販売店舗においては、主力の「ザ・スーパースーツストア」を２店舗出店、２店舗退店し47店舗に、リーズナブル

な価格でお値打ち物のスーツを提供する「スーツ・アンド・スーツ」を２店舗退店し10店舗に、新しいレディス・ス

ーツ専門店の「シーラブズスーツ」を４店舗出店して４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２店舗に、また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」が１店舗

で、合計64店舗となりました（前期末64店舗）。  

  

 これらの結果、当第２四半期連結累計期間の業績は、売上高が37億59百万円（前年同期比6.1％減）、営業利益が

２億53百万円（同19.6％減）、経常利益が２億55百万円（同18.4％減）、四半期純利益が１億12百万円（同33.5％

減）となりました。  

  

 当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ１億32百万円増加し、50億76百万円となりました。 

 流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ１億39百万円増加し、30億18百万円となりました。主な変動要

因といたしましては、現金預金が１億43百万円、受取手形及び売掛金が82百万円増加した一方、たな卸資産が41百万

円、繰延税金資産が７百万円、その他資産が36百万円減少しました。 

 固定資産につきましては、前連結会計年度に比べ７百万円減少し、20億57百万円となりました。主な変動要因とい

たしましては、建物及び構築物が６百万円、工具、器具及び備品が５百万円、無形固定資産が６百万円それぞれ増加

した一方、差入保証金が20百万円、投資その他の資産その他が７百万円減少しました。  

 純資産につきましては、前連結会計年度に比べ52百万円増加し、38億94百万円となりました。これは主に利益剰余

金が53百万円増加したことによるものであります。 

  

 業績は概ね当初計画どおりに推移しており、平成21年10月15日発表の業績予想の修正はありません。  

   

 該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。  

   

 該当事項はありません。  

   

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

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



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２四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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 1,246,001 1,102,772

受取手形及び売掛金 444,544 361,842

商品及び製品 980,766 1,032,460

仕掛品 5,380 5,606

原材料及び貯蔵品 185,339 175,153

繰延税金資産 49,996 57,826

その他 106,536 142,981

流動資産合計 3,018,565 2,878,644

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,073,881 1,021,203

減価償却累計額 △372,538 △326,649

建物及び構築物（純額） 701,343 694,554

工具、器具及び備品 302,899 261,736

減価償却累計額 △176,427 △141,014

工具、器具及び備品（純額） 126,472 120,722

土地 152,955 152,955

有形固定資産合計 980,770 968,231

無形固定資産 41,022 34,199

投資その他の資産   

繰延税金資産 73,256 72,209

差入保証金 853,379 874,376

その他 109,529 116,841

貸倒引当金 △433 △433

投資その他の資産合計 1,035,732 1,062,994

固定資産合計 2,057,525 2,065,425

資産合計 5,076,091 4,944,070



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成22年２月28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 267,241 192,919

1年内返済予定の長期借入金 130,068 132,068

未払法人税等 107,175 76,343

ポイント引当金 29,316 42,650

その他 380,110 334,555

流動負債合計 913,910 778,536

固定負債   

長期借入金 87,179 145,540

退職給付引当金 41,071 39,068

長期未払金 139,326 138,754

固定負債合計 267,577 323,363

負債合計 1,181,487 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 1,624,713 1,571,562

株主資本合計 3,891,063 3,837,912

少数株主持分 3,540 4,258

純資産合計 3,894,603 3,842,170

負債純資産合計 5,076,091 4,944,070



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

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

売上高 4,003,188 3,759,138

売上原価 1,546,119 1,585,623

売上総利益 2,457,069 2,173,514

販売費及び一般管理費 2,142,315 1,920,332

営業利益 314,754 253,181

営業外収益   

受取利息 85 72

為替差益 679 1,926

雑収入 3,649 2,485

営業外収益合計 4,414 4,484

営業外費用   

支払利息 3,923 2,176

雑損失 2,330 24

営業外費用合計 6,254 2,201

経常利益 312,914 255,464

特別利益   

役員退職慰労引当金戻入額 1,844 －

特別利益合計 1,844 －

特別損失   

固定資産除却損 13,632 19,918

店舗閉鎖損失 7,815 12,069

リース解約損 5,108 3,557

特別損失合計 26,556 35,545

税金等調整前四半期純利益 288,202 219,918

法人税、住民税及び事業税 106,379 100,982

法人税等調整額 9,398 6,783

法人税等合計 115,777 107,765

少数株主利益又は少数株主損失（△） 2,820 △717

四半期純利益 169,605 112,870



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第２四半期連結累計期間 
(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   

税金等調整前四半期純利益 288,202 219,918

減価償却費 101,164 122,449

ポイント引当金の増減額（△は減少） △6,373 △13,334

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,166 2,002

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △136,556 －

受取利息 △85 △72

支払利息 3,923 2,176

為替差損益（△は益） 91 273

固定資産除却損 13,632 19,918

店舗閉鎖損失 7,815 12,069

売上債権の増減額（△は増加） △88,193 △82,701

たな卸資産の増減額（△は増加） △44,475 41,734

仕入債務の増減額（△は減少） 20,556 74,322

前受金の増減額（△は減少） △5,104 △5,602

長期未払金の増減額（△は減少） 145,317 572

その他 △45,210 88,156

小計 256,872 481,884

利息の受取額 85 72

利息の支払額 △3,867 △1,901

法人税等の支払額 △213,843 △94,361

法人税等の還付額 － 42,953

営業活動によるキャッシュ・フロー 39,247 428,646

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 △361,850 △139,322

長期前払費用の取得による支出 △60,774 △3,248

差入保証金の差入による支出 △38,391 △23,600

差入保証金の回収による収入 4,675 18,909

その他 △17,062 △18,116

投資活動によるキャッシュ・フロー △473,403 △165,378

財務活動によるキャッシュ・フロー   

長期借入金の返済による支出 △81,834 △60,361

配当金の支払額 △89,032 △59,404

財務活動によるキャッシュ・フロー △170,866 △119,765

現金及び現金同等物に係る換算差額 △91 △273

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △605,114 143,228

現金及び現金同等物の期首残高 1,636,341 1,102,772

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,031,226 1,246,001



 該当事項はありません。 

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28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。  

   

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28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。  

  

当第２四半期連結累計期間（自 平成21年９月１日 至 平成22年２月28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。  

   

 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）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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