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1. 平成26年8月期第2四半期の連結業績（平成25年9月1日～平成26年2月28日） 

（注）当社は、平成26年３月１日付で、普通株式１株につき100株の割合をもって分割する株式分割を実施いたしました。これに伴い、前連結会計年度の期首に当
該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり四半期純利益を算定しております。 

(2) 連結財政状態 

（注）当社は、平成26年３月１日付で、普通株式１株につき100株の割合をもって分割する株式分割を実施いたしました。これに伴い、前連結会計年度の期首に当
該株式分割が行われたと仮定して、１株当たり純資産を算定しております。  

(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 ％

26年8月期第2四半期 3,656 3.4 489 △9.0 505 △7.4 295 △6.7
25年8月期第2四半期 3,536 0.5 537 10.5 546 10.1 316 16.1

（注）包括利益 26年8月期第2四半期 295百万円 （△6.7％） 25年8月期第2四半期 316百万円 （16.1％）

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

26年8月期第2四半期 61.28 ―
25年8月期第2四半期 65.69 ―

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

26年8月期第2四半期 6,843 4,722 69.0 979.45
25年8月期 6,796 4,552 67.0 944.18
（参考）自己資本 26年8月期第2四半期 4,722百万円 25年8月期 4,552百万円

2. 配当の状況 

（注）直近に公表されている配当予想からの修正の有無 ： 無 
 平成26年８月期（予想）期末の配当金については、平成26年３月１日付で実施した普通株式１株を100株に分割する株式分割を考慮した額を記載しておりま
す。 

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

25年8月期 ― 0.00 ― 2,600.00 2,600.00
26年8月期 ― 0.00
26年8月期（予想） ― 28.00 28.00

3. 平成26年 8月期の連結業績予想（平成25年 9月 1日～平成26年 8月31日）  
（％表示は、対前期増減率）

（注）直近に公表されている業績予想からの修正の有無 ： 無 
 平成26年８月期通期の連結業績予想における１株当たり当期純利益については、平成26年３月１日付で実施した普通株式１株を100株に分割する株式分割を
考慮した額を記載しております。 

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 7,500 3.8 1,170 9.1 1,200 9.0 680 5.9 141.02



(1) 当四半期連結累計期間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) 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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

（注）当社は、平成26年３月１日付で、普通株式１株につき100株の割合をもって分割する株式分割を実施いたしました。これに伴い、前連結会計年度の期
首に当該株式分割が行われたと仮定して、株式数を算定しております。 

※四半期レビュー手続の実施状況に関する表示 
 この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続きの対象であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続
きが実施中であります。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その
達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は、様々な要因により、上記予想数値と異なる場合があります。 

※ 注記事項

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 ： 無
② ①以外の会計方針の変更 ： 無
③ 会計上の見積りの変更 ： 無
④ 修正再表示 ： 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 26年8月期2Q 5,972,000 株 25年8月期 5,972,000 株
② 期末自己株式数 26年8月期2Q 1,150,000 株 25年8月期 1,150,000 株
③ 期中平均株式数（四半期累計） 26年8月期2Q 4,822,000 株 25年8月期2Q 4,822,000 株
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（１）経営成績に関する説明 

当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、政府の各種政策や日銀の金融緩和の効果により緩やかな景気

回復基調が継続しましたが、米国の金融緩和縮小による影響や、平成26年４月からのわが国の消費税の増税など、

今後の景気動向については留意が必要な状況となっております。 

一方、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、依然として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まいりました。 
  

商品面では、平成25年秋冬シーズンのトレンドとして、ヴィンテージ調の生地を用いたスーツやジャケットの販

売を強化いたしました。また、主に郊外型業態としてアウトレット販売を中心にしている「スーツアンドスーツ」

においては、買上客単価の上昇を図るため、新たに「GENTILUOMO」ブランドのプレタポルテスーツ及びオーダース

ーツの販売を開始し、売上高増加に取り組みました。 

販売店舗数は、「オンリー」は６店舗増加（内「ザ・スーパースーツストアからの改装は３店舗）して８店舗、

「ザ・スーパースーツストア」は６店舗減少（内「オンリー」への改装が３店舗、「スーツアンドスーツ」への改

装が２店舗）して36店舗、アウトレット販売等を行う「スーツアンドスーツ」は５店舗増加（内「ザ・スーパース

ーツストアからの改装は２店舗）して22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

無しの１店舗、ウィメンズスーツ専門店「シーラブズスーツ」は増減無しの５店舗となり、グループ合計で72店舗

となりました（前期末67店舗）。 
  

これらの結果、当第２四半期連結累計期間の売上高は36億56百万円（前年同期比3.4％増）となりました。商品

アイテム別では、ジャケットやベスト等の提案商品の販売が好調であり、主力アイテムであるスーツの販売も堅調

に推移いたしました。 

次に、販売費及び一般管理費については、新店出店に伴う設備投資により減価償却費等が増加したことや、新ブ

ランド「ONLY」や「GENTILUOMO」の認知度向上のために積極的に販売促進を実施したことにより、18億64百万円

（同6.1％増）となりました。 

また、利益面につきましては営業利益は４億89百万円（同9.0％減）、経常利益は５億５百万円（同7.4％減）、

四半期純利益は２億95百万円（同6.7％減）となりました。  

なお、当社グループは紳士服、婦人服及び関連商品の製造・販売事業の単一セグメントであるため、セグメント

別の記載を省略しております。  
    

（２）財政状態に関する説明 

当第２四半期連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末に比べ46百万円増加し、68億43百万円と

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４億10百万円減少し、28億１百万円となりました。主な変動

要因は、設備投資や法人税等の支払い等により現金及び預金が５億20百万円減少した一方、商品及び製品が78百万

円増加ことによるものであります。また、固定資産につきましては、前連結会計年度に比べ４億57百万円増加し、

40億42百万円となりました。主な変動要因は、建物及び構築物が80百万円、工具、器具及び備品が54百万円、土地

が74百万円、建設仮勘定が２億12百万円それぞれ増加したことによるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度に比べ１億23百万円減少し、21億20百万円となりました。 

流動負債につきましては、前連結会計年度に比べ42百万円減少し、11億35百万円となりました。主な変動要因

は、買掛金が94百万円、未払法人税等が42百万円減少した一方、その他流動負債が98百万円増加したことによるも

のであります。また、固定負債につきましては、前連結会計年度に比べ81百万円減少し、９億84百万円となりまし

た。 

純資産につきましては、前連結会計年度に比べ１億70百万円増加し、47億22百万円となりました。四半期純利益

を２億95百万円計上した一方で、前期の期末配当１億25百万円を実施したことにより、利益剰余金が１億70百万円

増加したことによるものであります。 
    

（３）連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 

 当第２四半期連結累計期間の業績は、概ね計画通り推移いたしました。また、今後については、引き続き既存店

営業力強化及び新規店舗の出店に取り組んでまいります。 

このように、平成25年10月11日に発表いたしました通期連結業績予想の前提となる計画に大きな変動は生じてい

ないことから、当該業績予想の修正はありません。   

    

該当事項はありません    

１．当四半期決算に関する定性的情報

２．サマリー情報（注記事項）に関する事項
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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）

前連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年２月28日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,647,607 1,127,165

売掛金 291,609 333,996

商品及び製品 1,005,484 1,083,927

仕掛品 4,432 4,906

原材料及び貯蔵品 141,874 142,990

繰延税金資産 89,215 83,970

その他 31,618 24,134

流動資産合計 3,211,843 2,801,091

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,342,150 1,450,161

減価償却累計額 △655,658 △683,338

建物及び構築物（純額） 686,491 766,822

工具、器具及び備品 408,299 467,823

減価償却累計額 △318,752 △323,822

工具、器具及び備品（純額） 89,547 144,001

土地 1,669,953 1,744,413

建設仮勘定 44,400 256,757

その他 9,190 10,573

減価償却累計額 △5,360 △5,328

その他（純額） 3,829 5,244

有形固定資産合計 2,494,222 2,917,239

無形固定資産 17,760 16,379

投資その他の資産   

繰延税金資産 77,294 78,303

差入保証金 932,276 953,441

その他 73,486 86,864

貸倒引当金 △10,000 △10,000

投資その他の資産合計 1,073,058 1,108,609

固定資産合計 3,585,040 4,042,228

資産合計 6,796,883 6,843,319
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成25年８月31日) 

当第２四半期連結会計期間 
(平成26年２月28日) 

負債の部   

流動負債   

買掛金 258,461 163,983

1年内返済予定の長期借入金 174,000 174,000

未払法人税等 251,921 209,684

ポイント引当金 59,692 48,405

資産除去債務 1,086 4,196

その他 432,800 535,421

流動負債合計 1,177,962 1,135,690

固定負債   

長期借入金 633,500 546,500

退職給付引当金 60,051 61,266

長期未払金 139,121 139,121

資産除去債務 192,934 197,323

その他 40,500 40,500

固定負債合計 1,066,107 984,712

負債合計 2,244,070 2,120,402

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 2,700,463 2,870,566

自己株式 △414,000 △414,000

株主資本合計 4,552,813 4,722,916

純資産合計 4,552,813 4,722,916

負債純資産合計 6,796,883 6,843,319
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（２）四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 
（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24年９月１日 
 至 平成25年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 
 至 平成26年２月28日) 

売上高 3,536,489 3,656,996

売上原価 1,242,128 1,303,519

売上総利益 2,294,361 2,353,477

販売費及び一般管理費 1,756,633 1,864,218

営業利益 537,727 489,258

営業外収益   

受取利息 116 25

受取配当金 342 －

受取手数料 5,497 2,643

協賛金収入 3,129 17,116

雑収入 1,813 498

営業外収益合計 10,899 20,284

営業外費用   

支払利息 1,064 2,992

為替差損 1,408 642

雑損失 38 30

営業外費用合計 2,511 3,664

経常利益 546,115 505,878

特別利益   

固定資産売却益 － 364

特別利益合計 － 364

特別損失   

固定資産除却損 1,709 3,452

リース解約損 － 534

減損損失 7,423 －

特別損失合計 9,132 3,987

税金等調整前四半期純利益 536,982 502,255

法人税、住民税及び事業税 216,075 202,543

法人税等調整額 4,159 4,237

法人税等合計 220,234 206,780

少数株主損益調整前四半期純利益 316,748 295,475

四半期純利益 316,748 295,475
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（四半期連結包括利益計算書） 
（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24年９月１日 
 至 平成25年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 
 至 平成26年２月28日) 

少数株主損益調整前四半期純利益 316,748 295,475

その他の包括利益   

その他の包括利益合計 － －

四半期包括利益 316,748 295,475

（内訳）   

親会社株主に係る四半期包括利益 316,748 295,475

少数株主に係る四半期包括利益 － －
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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24年９月１日 
 至 平成25年２月28日) 

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成25年９月１日 
 至 平成26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 536,982 502,255

減価償却費 101,997 109,983

減損損失 7,423 －

ポイント引当金の増減額（△は減少） 3,671 △11,287

退職給付引当金の増減額（△は減少） △962 1,215

受取利息及び受取配当金 △458 △25

支払利息 1,064 2,992

為替差損益（△は益） △7 △65

有形固定資産売却損益（△は益） － △364

固定資産除却損 1,709 3,452

売上債権の増減額（△は増加） △96,313 △42,386

たな卸資産の増減額（△は増加） △166,445 △80,032

仕入債務の増減額（△は減少） △11,748 △94,477

前受金の増減額（△は減少） 59,711 60,191

長期未払金の増減額（△は減少） △205 －

その他 △46,900 △69,058

小計 389,520 382,392

利息及び配当金の受取額 367 21

利息の支払額 △1,064 △2,963

法人税等の支払額 △236,147 △243,146

営業活動によるキャッシュ・フロー 152,676 136,304

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 △34,910 △407,369

長期前払費用の取得による支出 △16,280 △19,131

差入保証金の差入による支出 △17,762 △21,295

差入保証金の回収による収入 2,347 5,734

その他 △4,317 △3,116

投資活動によるキャッシュ・フロー △70,922 △445,178

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の増減額（△は減少） △20,000 －

長期借入金の返済による支出 － △87,000

配当金の支払額 △96,082 △124,632

財務活動によるキャッシュ・フロー △116,082 △211,632

現金及び現金同等物に係る換算差額 7 65

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △34,321 △520,441

現金及び現金同等物の期首残高 555,972 1,647,607

現金及び現金同等物の四半期末残高 521,650 1,127,165

株式会社オンリー　(3376)　平成26年８月期　第２四半期決算短信

－ 7 －



該当事項はありません。   

    

該当事項はありません。   

    

当社グループは、紳士服、婦人服及び関連商品の製造・販売事業の単一セグメントであるため、記載を省略してお

ります。 

     

（株式分割及び単元株制度の採用について） 

 当社は、平成25年10月28日開催の取締役会決議に基づき、平成26年３月１日付で、株式分割及び単元株制度を採

用いたしました。 

  

１．株式分割及び単元株制度の採用の目的 

全国証券取引所が公表した「売買単位の集約に向けた行動計画」の趣旨に鑑み、当社株式の売買単位を100株

とするため、株式分割を実施するとともに単元株制度を採用するものです。 

なお、本株式分割及び単元株制度の採用に伴う投資単位の実質的な変更はありません。 

  

２．株式分割の概要 

（1）分割の方法 

平成26年２月28日を基準日として、同日の 終の株主名簿に記載又は記録された株主が有する当社普通株

式を、１株につき100株の割合をもって分割いたしました。 

  

（2）分割により増加する株式数 

株式分割前の発行済株式総数         59,720株 

今回の分割により増加する株式数      5,912,280株 

株式分割後の発行済株式総数        5,972,000株 

株式分割後の発行可能株式総数        12,000,000株 

  

（3）株式分割の効力発生日 

平成26年３月１日（土曜日）  

  

３．単元株制度の採用 

上記「２．株式分割の概要」の効力発生日である平成26年３月１日をもって単元株制度を採用し、単元株式

数を100株といたしました。  

（４）四半期連結財務諸表に関する注記事項

（継続企業の前提に関する注記）

（株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記）

（セグメント情報等）

（重要な後発事象）
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