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1.  平成23年8月期第2四半期の連結業績（平成22年9月1日～平成23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、23年８月期第２四半期については潜在株式が存在しないため、22年８月期第２四半期について
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 ％

23年8月期第2四半期 3,372 △10.3 332 31.4 343 34.3 112 △0.3
22年8月期第2四半期 3,759 △6.1 253 △19.6 255 △18.4 112 △33.5

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

23年8月期第2四半期 1,925.79 ―
22年8月期第2四半期 1,890.00 ―

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

23年8月期第2四半期 4,518 3,407 75.4 70,617.75
22年8月期 4,822 3,708 76.9 62,066.77

（参考） 自己資本   23年8月期第2四半期  3,405百万円 22年8月期  3,706百万円

2.  配当の状況 

（注）当四半期における配当予想の修正有無  無   

年間配当金
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

22年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00
23年8月期 ― 0.00
23年8月期 

（予想）
― 750.00 750.00

3.  平成23年8月期の連結業績予想（平成22年9月1日～平成23年8月31日） 
（％表示は、対前期増減率）

（注）当四半期における業績予想の修正有無  無  
（注）１株当たり当期純利益については、期中平均株式数の見込み値53,293株を用いて算出しております。 

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

通期 6,500 △8.3 555 37.1 550 31.6 230 ― 4,315.76



(1) 当四半期中における重要な子会社の異動  無  
（注）当四半期会計期間における連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動の有無となります。 

(2) 簡便な会計処理及び特有の会計処理の適用  無  
（注）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の有無となります。 

(3) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

（注）「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
示方法等の変更の有無となります。 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続きの対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、金融商品取引法に
基づく四半期連結財務諸表の四半期レビュー手続きは終了しております。 

※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。 

4.  その他 （詳細は、【添付資料】P.3「２．その他の情報」をご覧ください。）

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） 23年8月期2Q 59,720株 22年8月期  59,720株
② 期末自己株式数 23年8月期2Q 11,500株 22年8月期  ―株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 23年8月期2Q 58,449株 22年8月期2Q 59,720株
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（１）連結経営成績に関する定性的情報 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、新興国の経済成長を背景として製造業を中心に企業収益に改

善が見られました。しかしながら、長引く円高基調の為替相場の影響等により依然として先行きは不透明な状況で

あり、個人所得の低迷や雇用状況及び社会保障についての将来的な不安も継続していることから、個人消費も依然

として厳しい状況が継続しております。 

紳士服市場におきましても、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ことに加え

て、個人消費低迷の影響や企業間の価格競争激化等により、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 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、従来はレディース向けの「シーラブズスーツ」ブランドにおいては自宅で洗えるスーツを展開して

おりましたが、この技術を活用して、新たに主力の「インヘイルエクスヘイル」ブランドで自宅で洗える「ホーム

ウォッシュ」機能をもつメンズ既製スーツの本格投入を実施いたしました。 

販売店舗においては、主力の「ザ・スーパースーツストア」は前期末から増減なしの45店舗、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」は１店舗出店・２店舗退店して10店舗、オーダースー

ツを主力とする「インヘイル・エクスヘイル」は増減なしの２店舗、レディス・スーツ専門店「シーラブズスー

ツ」は１店舗退店して６店舗、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」は増減なしの１店舗、

さらにフルオーダーメイドスーツを扱う「オンリー京都テーラー」は１店舗出店し、グループ合計で65店舗となり

ました（前期末66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33億72百万円（前年同期比10.3％減）、営業利益

が３億32百万円（同31.4％増）、経常利益が３億43百万円（同34.3％増）となりました。 

また、資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額１億24百万円を特別損失に計上したことから、四半期純利益は

１億12百万円（同0.3％減）となりました。 

   

（２）連結財政状態に関する定性的情報 

当第２四半期末の総資産は、前連結会計年度末に比べ３億３百万円減少し、45億18百万円となりました。 

流動資産につきましては、前連結会計年度末に比べ２億56百万円減少し、25億63百万円となりました。主な変動

要因といたしましては、現金及び預金が４億６百万円減少し、受取手形及び売掛金が95百万円、商品及び製品が１

億６百万円増加いたしました。 

固定資産につきましては、前連結会計年度末に比べ46百万円減少し、19億55百万円となりました。主な変動要因

といたしましては、差入保証金が62百万円減少いたしました。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べ１百万円減少し、11億11百万円となりました。 

純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ３億１百万円減少し、34億７百万円となりました。主な変動要

因といたしましては、利益剰余金が１億12百万円増加し、自己株式が４億14百万円増加いたしました。 

   

（３）連結業績予想に関する定性的情報 

当第２四半期の連結業績につきましては、平成23年４月11日に公表いたしました「第２四半期連結業績予想の修

正に関するお知らせ」に記載のとおり、売上が好調に推移したことや経費削減の効果等により、売上高、営業利

益、経常利益及び四半期純利益は、平成22年10月13日に発表いたしました当初の第２四半期業績予想を上回ること

となりました。 

しかしながら、通期連結業績予想につきましては、当第２四半期の上方修正額が小幅であり、前提となる計画に

大きな変動は生じていないことや、今般の東日本大震災の当社業績への影響が不確定であることから、当該業績予

想の修正はありません。 

   

１．当四半期の連結業績等に関する定性的情報
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（１）重要な子会社の異動の概要 

該当事項はありません。 

   

（２）簡便な会計処理及び特有の会計処理の概要 

該当事項はありません。  

  

（３）会計処理の原則・手続、表示方法等の変更の概要 

 ① 会計処理基準に関する事項の変更 

（資産除去債務に関する会計基準の適用） 

第１四半期連結会計期間より、「資産除去債務に関する会計基準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31

日）及び「資産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第21号 平成20年３月31日）

を適用しております。 

これにより、営業利益、経常利益は5,872千円、税金等調整前四半期純利益は129,950千円減少しておりま

す。また、当会計基準等の適用開始による資産除去債務の変動額は182,772千円であります。 

  

② 表示方法の変更 

（四半期連結損益計算書）  

「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づく「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21年３月24日 内閣府令第５号）の

適用により、当第２四半期連結累計期間では、「少数株主損益調整前四半期純利益」の科目で表示しておりま

す。   

  

２．その他の情報
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３．四半期連結財務諸表 
（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23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22年８月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 978,669 1,385,443

受取手形及び売掛金 423,082 327,734

商品及び製品 881,173 775,087

仕掛品 4,693 5,630

原材料及び貯蔵品 143,900 196,680

繰延税金資産 74,582 48,870

その他 57,541 80,861

流動資産合計 2,563,644 2,820,308

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,087,489 1,068,942

減価償却累計額 △461,476 △440,882

建物及び構築物（純額） 626,013 628,060

車両運搬具 3,423 1,003

減価償却累計額 △1,026 △156

車両運搬具（純額） 2,397 846

工具、器具及び備品 311,747 316,208

減価償却累計額 △234,470 △214,347

工具、器具及び備品（純額） 77,276 101,860

土地 152,955 152,955

建設仮勘定 24,656 －

有形固定資産合計 883,298 883,722

無形固定資産 39,751 41,512

投資その他の資産   

繰延税金資産 85,622 59,391

差入保証金 840,160 902,503

その他 124,051 132,266

貸倒引当金 △17,662 △17,662

投資その他の資産合計 1,032,171 1,076,497

固定資産合計 1,955,221 2,001,732

資産合計 4,518,866 4,822,041
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（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成23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22年８月31日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 186,865 182,265

1年内返済予定の長期借入金 23,830 68,866

未払法人税等 161,561 42,941

ポイント引当金 35,703 29,985

その他 340,316 605,401

流動負債合計 748,276 929,459

固定負債   

退職給付引当金 46,436 44,306

長期未払金 139,326 139,326

資産除去債務 176,525 －

繰延税金負債 787 －

固定負債合計 363,076 183,633

負債合計 1,111,352 1,113,093

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 1,552,837 1,440,277

自己株式 △414,000 －

株主資本合計 3,405,187 3,706,627

少数株主持分 2,325 2,320

純資産合計 3,407,513 3,708,948

負債純資産合計 4,518,866 4,822,041
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（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21年９月１日 
 至 平成22年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23年２月28日) 

売上高 3,759,138 3,372,651

売上原価 1,585,623 1,304,004

売上総利益 2,173,514 2,068,646

販売費及び一般管理費 1,920,332 1,736,072

営業利益 253,181 332,573

営業外収益   

受取利息 72 56

受取保険金 － 5,254

為替差益 1,926 2,152

雑収入 2,485 3,645

営業外収益合計 4,484 11,109

営業外費用   

支払利息 2,176 440

雑損失 24 101

営業外費用合計 2,201 541

経常利益 255,464 343,141

特別損失   

固定資産除却損 19,918 2,012

店舗閉鎖損失 12,069 －

リース解約損 3,557 1,370

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 124,077

特別損失合計 35,545 127,461

税金等調整前四半期純利益 219,918 215,680

法人税、住民税及び事業税 100,982 154,270

法人税等調整額 6,783 △51,155

法人税等合計 107,765 103,115

少数株主損益調整前四半期純利益 － 112,564

少数株主利益又は少数株主損失（△） △717 4

四半期純利益 112,870 112,560
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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) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成22年９月１日 
 至 平成23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 219,918 215,680

減価償却費 122,449 111,407

ポイント引当金の増減額（△は減少） △13,334 5,718

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,002 2,130

受取利息 △72 △56

支払利息 2,176 440

為替差損益（△は益） 273 △8

固定資産除却損 19,918 2,012

店舗閉鎖損失 12,069 －

資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 124,077

売上債権の増減額（△は増加） △82,701 △95,348

たな卸資産の増減額（△は増加） 41,734 △52,369

仕入債務の増減額（△は減少） 74,322 4,599

前受金の増減額（△は減少） △5,602 5,531

長期未払金の増減額（△は減少） 572 －

その他 88,156 △28,762

小計 481,884 295,053

利息の受取額 72 25

利息の支払額 △1,901 △413

損害賠償金の支払額 － △203,285

法人税等の支払額 △94,361 △52,993

法人税等の還付額 42,953 46,624

営業活動によるキャッシュ・フロー 428,646 85,011

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 △139,322 △47,153

長期前払費用の取得による支出 △3,248 －

差入保証金の差入による支出 △23,600 △21,694

差入保証金の回収による収入 18,909 45,967

その他 △18,116 △9,733

投資活動によるキャッシュ・フロー △165,378 △32,612

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 △60,361 △45,036

配当金の支払額 △59,404 △144

自己株式の取得による支出 － △414,000

財務活動によるキャッシュ・フロー △119,765 △459,180

現金及び現金同等物に係る換算差額 △273 8

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 143,228 △406,773

現金及び現金同等物の期首残高 1,102,772 1,385,443

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,246,001 978,669
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該当事項はありません。 

  

（セグメント情報等） 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

前第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。 

  

〔所在地別別セグメント情報〕 

前第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。 

  

〔海外売上高〕 

前第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。 

  

〔セグメント情報〕 

当第２四半期連結累計期間（自平成22年９月１日 至平成23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、婦人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のセグメントがないため、記載を省略しております。 

  

（追加情報） 

第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成21

年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号 平

成20年３月21日）を適用しております。  

  

当社は、平成23年２月３日開催の取締役会決議に基づき、平成23年２月４日に大阪証券取引所Ｊ－ＮＥＴ市場に

おいて自己株式の買付を実施いたしました。この結果、当第２四半期連結累計期間において自己株式が11,500株、

414,000千円増加し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が△414,000千円となっております。 

  

（４）継続企業の前提に関する注記

（５）セグメント情報

（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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