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1. 2021年8月期の連結業績（2020年9月1日～2021年8月31日）

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益
親会社株主に帰属する当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年8月期 4,679 △12.5 △275 ― △50 ― △32 ―

2020年8月期 5,348 △26.2 30 △95.3 221 △72.1 101 △79.8

（注）包括利益 2021年8月期　　△32百万円 （―％） 2020年8月期　　101百万円 （△79.8％）

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当た

り当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

2021年8月期 △6.65 ― △0.5 △0.5 △5.9

2020年8月期 20.81 ― 1.5 2.5 0.6

（参考） 持分法投資損益 2021年8月期 ―百万円 2020年8月期 ―百万円

(2) 連結財政状態

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

2021年8月期 8,895 6,678 75.1 1,381.99

2020年8月期 9,562 6,744 70.5 1,395.64

（参考） 自己資本 2021年8月期 6,678百万円 2020年8月期 6,744百万円

(3) 連結キャッシュ・フローの状況
営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

2021年8月期 450 417 △705 3,082

2020年8月期 △307 △240 1,656 2,919

2. 配当の状況

年間配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

2020年8月期 ― 0.00 ― 7.00 7.00 33 33.2 0.5

2021年8月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 0 ― ―

2022年8月期(予想) ― ― ― ― ― ―

（注）2021年８月18日公表の「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」のとおり、当社は一連の手続きを経て上場廃止予定であることから2022年８
月期の配当予想は記載しておりません。

3. 2022年 8月期の連結業績予想（2021年 9月 1日～2022年 8月31日）

（注）2021年８月18日公表の「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」のとおり、当社は一連の手続きを経て上場廃止予定であることから2022年８
月期の業績予想は記載しておりません。



※ 注記事項

(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) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

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

(3) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 2021年8月期 5,972,000 株 2020年8月期 5,972,000 株

② 期末自己株式数 2021年8月期 1,139,582 株 2020年8月期 1,139,582 株

③ 期中平均株式数 2021年8月期 4,832,418 株 2020年8月期 4,864,264 株

（参考）個別業績の概要

2021年8月期の個別業績（2020年9月1日～2021年8月31日）

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

2021年8月期 3,675 △16.9 △339 ― △99 ― △49 ―

2020年8月期 4,423 △28.0 △68 ― 195 △66.4 102 △72.5

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

2021年8月期 △10.31 ―

2020年8月期 21.11 ―

(2) 個別財政状態

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

2021年8月期 7,784 5,699 73.2 1,179.46

2020年8月期 8,518 5,783 67.9 1,196.77

（参考） 自己資本 2021年8月期 5,699百万円 2020年8月期 5,783百万円

※ 決算短信は公認会計士又は監査法人の監査の対象外です
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１．経営成績等の概況

（１）当期の経営成績の概況

　当連結会計年度における我が国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大により緊急事態宣言及びまん延防止等

重点措置が都市部を中心とした多くの都道府県で実施されるなど、厳しい状況で推移しました。国内においてもワ

クチン接種が徐々に進み、経済の正常化に向けて大きく動き始めておりますが、依然として先行き不透明な状況が

続いております。

　紳士服市場におきましては、スーツ着用人口が減少していることに加えて外出自粛やテレワークの導入促進に伴

いワークスタイルの多様化が一層進んでおり、依然として厳しい状況が続いております。

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まいりました。

　商品面につきましては、2020年秋冬は「Your Own Colors（自分色を纏う）」をテーマに「色」に注目した商品

を展開しました。ビジネスを逸脱しない絶妙な配色の生地を取り扱い、スーツの新モデルも投入することによっ

て、高感度の顧客層の獲得や買上単価の増加に取り組みました。2021年春夏は、ビジネスウェアの多様化に対応し

て、スーツとしてだけではなくジャケットとパンツをそれぞれ単品としても着回せるセットアップスーツを強化い

たしました。オーダースーツにおいては納期の短縮に取り組みました。テーラーメイドスーツの納期は約３週間を

約２週間に、ミニマルオーダースーツの納期は約２ヶ月を約６週間に短縮いたしました。

　販売店舗につきましては、2021年４月の緊急事態宣言発令に伴い、東京、大阪を中心に当社グループが出店する

商業施設に休業要請が行われました。これにより当社グループにおいても、休業や営業時間短縮を実施いたしまし

た。店舗数につきましては、本社を置く京都市に新規開業する商業施設へオーダースーツを強化した新店舗を出店

したこともあり、「オンリー（オンリープレミオ東京、オンリープレミオ、オンリーウィメン、エディットアンド

オンリーを含む)」は２店舗の出店、５店舗を閉店して31店舗、アウトレット販売等を行う「スーツアンドスー

ツ」は６店舗の出店、４店舗を閉店して25店舗となりました。

以上により、当連結会計年度末の当社グループの店舗数合計は56店舗となりました（前期末比１店舗減）。

　これらの結果、当連結会計年度の売上高は、商業施設の休業や外出自粛による個人消費の縮小の影響もあり46億

79百万円（前期比12.5％減）となりました。

　販売費及び一般管理費につきましては、家賃の減額や販促費の抑制等、経費全般の削減に努めたことにより29億

71百万円（同6.7％減）となりました。

　利益面につきましては、営業損失は２億75百万円（前期は営業利益30百万円）、営業外収益に受取賃貸料２億48

百万円、助成金収入を35百万円計上しましたが、経常損失は50百万円（前期は経常利益２億21百万円）となりまし

た。また、４月以降の商業施設の休業期間中に発生した地代家賃の減額等を特別利益に臨時休業等による収入とし

て63百万円計上、一方で特別損失に休業期間における固定費（人件費・地代家賃・減価償却費）を臨時休業等によ

る損失として49百万円、減損損失を45百万円をそれぞれ計上したことにより、親会社株主に帰属する当期純損失

は、32百万円（前期は純利益１億１百万円）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 -

㈱オンリー　（3376）　2021年８月期　決算短信



2017年
８月期

2018年
８月期

2019年
８月期

2020年
８月期

2021年
８月期

（当期）

自己資本比率(％) 79.5 82.4 81.7 70.5 75.1

時価ベースの自己資本比率(％) 52.5 55.0 47.5 25.5 41.5

キャッシュ・フロー対有利子負債比率(年) 0.3 0.0 0.0 △4.9 2.5

インタレスト・カバレッジ・レシオ 213.2 804.3 5,583.3 △127.2 69.0

（２）当期の財政状態の概況

　当連結会計年度末の総資産につきましては、前連結会計年度末に比べ６億66百万円減少し、88億95百万円となり

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３億94百万円減少して45億６百万円となりました。主な変動

要因は、現金及び預金が１億62百万円増加した一方で、商品及び製品が３億11百万円、流動資産のその他が２億８

百万円、それぞれ減少した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、前連結会計年度末に比べ

２億72百万円減少し、43億89百万円となりました。主な変動要因は、不動産の売却等により建物及び構築物が１億

14百万円、土地が１億５百万円それぞれ減少したことによるものであります。

　負債につきましては、前連結会計年度末に比べ６億円減少し22億17百万円となりました。

　流動負債につきましては、前連結会計年度末に比べ75百万円増加し11億69百万円となりました。主な変動要因

は、未払法人税等が27百万円、ポイント引当金が12百万円、それぞれ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、前連結会計年度末に比べ６億75百万円減少し10億47百万円となりました。主な変動要因

は、長期借入金が６億72百万円減少したことによるものであります。

　純資産につきましては、前連結会計年度末に比べ65百万円減少し、66億78百万円となりました。親会社株主に帰

属する四半期純損失を32百万円計上し、前期の期末配当33百万円を実施したことにより利益剰余金が65百万円減少

したことによるものであります。

（３）当期のキャッシュ・フローの概況

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」といいます。）は、30億82百万円となり、前年同期

と比べ１億62百万円増加いたしました。

当連結会計年度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）

営業活動の結果得られた資金は４億50百万円（前年同期は３億７百万円の使用）となりました。これは、主に減

価償却費２億40百万円の計上とたな卸資産の減少額３億50百万円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）

投資活動の結果得られた資金は４億17百万円（前年同期は２億40百万円の使用）となりました。これは、主に有

形固定資産売却による収入２億34百万円、投資不動産の賃貸による収入２億80百万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）

財務活動の結果使用した資金は７億５百万円（前期同期は16億56百万円の獲得）となりました。これは、長期借

入金の返済による支出６億72百万円、配当金の支払い33百万円によるものであります。

なお、キャッシュ・フローの指標は次のとおりであります。

自己資本比率：自己資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

（注１）いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

（注２）株式時価総額は期末株価終値×期末発行済株式総数により算出しております。

（注３）営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを

使用しております。

（注４）有利子負債は連結貸借対照表に計上している負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象として

おります。また、利払いについては、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しており

ます。
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（４）今後の見通し

2021年８月18日公表の「ＭＢＯの実施及び応募の推奨に関するお知らせ」のとおり、当社は一連の手続きを経て

上場廃止予定であることから2022年８月期の業績予想は記載しておりません。

２．会計基準の選択に関する基本的な考え方

当社グループは、国内の同業他社との比較可能性を確保するため、会計基準については日本基準を適用しておりま

す。なお、国際財務報告基準（ＩＦＲＳ）の適用につきましては、国内外の情勢を考慮の上、適切に対応していく方針

であります。
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年８月31日)

当連結会計年度
(2021年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,919,622 3,082,397

売掛金 159,395 160,901

商品及び製品 1,251,450 939,841

仕掛品 4,627 6,393

原材料及び貯蔵品 264,921 224,331

その他 301,192 92,902

流動資産合計 4,901,209 4,506,768

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物 1,614,734 1,499,954

減価償却累計額 △890,485 △889,759

建物及び構築物（純額） 724,248 610,195

工具、器具及び備品 688,799 620,949

減価償却累計額 △619,596 △572,836

工具、器具及び備品（純額） 69,203 48,113

土地 495,964 390,378

その他 33,116 33,116

減価償却累計額 △20,078 △22,662

その他（純額） 13,038 10,454

有形固定資産合計 1,302,455 1,059,141

無形固定資産 50,903 35,476

投資その他の資産

繰延税金資産 153,111 182,197

差入保証金 809,867 802,636

投資不動産 2,530,595 2,530,595

減価償却累計額 △202,593 △235,953

投資不動産（純額） 2,328,001 2,294,642

その他 26,977 25,068

貸倒引当金 △10,000 △10,000

投資その他の資産合計 3,307,956 3,294,544

固定資産合計 4,661,315 4,389,162

資産合計 9,562,525 8,895,930

３．連結財務諸表及び主な注記

（１）連結貸借対照表
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(単位：千円)

前連結会計年度
(2020年８月31日)

当連結会計年度
(2021年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 86,478 93,859

１年内返済予定の長期借入金 672,000 672,000

未払法人税等 － 27,615

ポイント引当金 37,232 49,578

資産除去債務 8,403 －

その他 290,581 326,755

流動負債合計 1,094,697 1,169,808

固定負債

長期借入金 1,138,000 466,000

長期未払金 134,150 134,150

退職給付に係る負債 95,343 90,281

資産除去債務 209,617 210,959

その他 146,392 146,392

固定負債合計 1,723,504 1,047,783

負債合計 2,818,201 2,217,592

純資産の部

株主資本

資本金 1,079,850 1,079,850

資本剰余金 1,212,204 1,212,204

利益剰余金 4,844,319 4,778,334

自己株式 △392,050 △392,050

株主資本合計 6,744,323 6,678,338

純資産合計 6,744,323 6,678,338

負債純資産合計 9,562,525 8,895,930
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(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年９月１日
　至　2020年８月31日)

当連結会計年度
(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

売上高 5,348,221 4,679,584

売上原価 2,132,834 1,984,450

売上総利益 3,215,387 2,695,133

販売費及び一般管理費 3,185,186 2,971,105

営業利益又は営業損失（△） 30,200 △275,972

営業外収益

受取利息 4 6

受取賃貸料 248,692 248,692

助成金収入 － 35,561

その他 2,276 3,271

営業外収益合計 250,973 287,531

営業外費用

支払利息 2,640 6,639

賃貸収入原価 56,529 55,530

その他 640 12

営業外費用合計 59,810 62,181

経常利益又は経常損失（△） 221,363 △50,622

特別利益

固定資産売却益 － 78,002

臨時休業等による収入 163,526 63,356

特別利益合計 163,526 141,359

特別損失

固定資産除却損 1,399 77

減損損失 22,652 45,555

臨時休業等による損失 184,180 49,170

特別損失合計 208,232 94,803

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損

失（△）
176,658 △4,067

法人税、住民税及び事業税 67,919 57,176

法人税等調整額 7,525 △29,086

法人税等合計 75,444 28,090

当期純利益又は当期純損失（△） 101,214 △32,157

親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に

帰属する当期純損失（△）
101,214 △32,157

（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書

（連結損益計算書）
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（単位：千円）

前連結会計年度
(自　2019年９月１日
　至　2020年８月31日)

当連結会計年度
(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

当期純利益又は当期純損失（△） 101,214 △32,157

包括利益 101,214 △32,157

（内訳）

親会社株主に係る包括利益 101,214 △32,157

非支配株主に係る包括利益 － －

（連結包括利益計算書）
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(単位：千円)

株主資本
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,079,850 1,212,204 4,893,979 △392,050 6,793,983 6,793,983

当期変動額

剰余金の配当 △150,874 △150,874 △150,874

親会社株主に帰属する当期
純利益又は親会社株主に帰
属する当期純損失（△）

101,214 101,214 101,214

当期変動額合計 － － △49,660 － △49,660 △49,660

当期末残高 1,079,850 1,212,204 4,844,319 △392,050 6,744,323 6,744,323

(単位：千円)

株主資本
純資産合計

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

当期首残高 1,079,850 1,212,204 4,844,319 △392,050 6,744,323 6,744,323

当期変動額

剰余金の配当 △33,826 △33,826 △33,826

親会社株主に帰属する当期
純利益又は親会社株主に帰
属する当期純損失（△）

△32,157 △32,157 △32,157

当期変動額合計 △65,984 △65,984 △65,984

当期末残高 1,079,850 1,212,204 4,778,334 △392,050 6,678,338 6,678,338

（３）連結株主資本等変動計算書

前連結会計年度（自　2019年９月１日　至　2020年８月31日）

当連結会計年度（自　2020年９月１日　至　2021年８月31日）

- 9 -

㈱オンリー　（3376）　2021年８月期　決算短信



(単位：千円)

前連結会計年度
(自　2019年９月１日
　至　2020年８月31日)

当連結会計年度
(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純

損失（△）
176,658 △4,067

減価償却費 272,455 240,913

減損損失 22,652 45,555

ポイント引当金の増減額（△は減少） △29,539 12,345

退職給付に係る負債の増減額（△は減少） 5,386 △5,062

受取利息及び受取配当金 △4 △6

受取賃貸料 △248,692 △248,992

支払利息 2,640 6,639

助成金収入 － △22,275

為替差損益（△は益） △0 －

固定資産売却損益（△は益） － △78,002

固定資産除却損 1,399 77

売上債権の増減額（△は増加） 111,933 △1,506

たな卸資産の増減額（△は増加） 3,958 350,433

仕入債務の増減額（△は減少） △199,220 7,380

未払金の増減額（△は減少） △84,359 14,373

前受金の増減額（△は減少） △73,846 1,214

その他 △49,812 69,742

小計 △88,390 388,760

利息及び配当金の受取額 4 6

利息の支払額 △2,915 △6,535

助成金の受取額 － 62,841

法人税等の支払額 △215,808 △61,974

法人税等の還付額 － 67,660

営業活動によるキャッシュ・フロー △307,109 450,758

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 △410,176 △123,756

有形固定資産の売却による収入 － 234,844

長期前払費用に係る支出 △932 △6,599

差入保証金の差入による支出 △33,046 △70,507

差入保証金の回収による収入 49,306 182,292

投資不動産の賃貸による収入 217,175 280,892

その他 △62,481 △79,299

投資活動によるキャッシュ・フロー △240,155 417,867

財務活動によるキャッシュ・フロー

長期借入れによる収入 2,000,000 －

長期借入金の返済による支出 △193,353 △672,000

配当金の支払額 △150,497 △33,851

財務活動によるキャッシュ・フロー 1,656,149 △705,851

現金及び現金同等物に係る換算差額 0 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 1,108,885 162,774

現金及び現金同等物の期首残高 1,810,737 2,919,622

現金及び現金同等物の期末残高 2,919,622 3,082,397

（４）連結キャッシュ・フロー計算書
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（５）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）

該当事項はありません。

１. 名称 株式会社紳士服中西

２. 所在地 京都市下京区松原通烏丸西入ル玉津島町303番地

３. 代表者の役職・氏名 代表取締役　中西　浩一

４. 事業内容 当社の株式等を取得及び所有すること

５. 資本金 500万円

６. 設立年月日 2021年7月21日

７. 大株主及び持株比率
中西　浩一　1.00％

中西　浩之　99.00％

８. 当社と公開買付者の関係

資本関係

公開買付者と当社の間には、記載すべき資本関係はありません。なお、公

開買付者の代表取締役である中西浩一氏は、当社株式を1,470,000株（所有

割合（注１）30.42％）所有しております。

人的関係
当社の取締役相談役である中西浩一氏が、公開買付者の代表取締役を兼務

しております。

取引関係 該当事項はありません。

関連当事者への該当状況
公開買付者は、当社の取締役相談役である中西浩一氏が議決権の全部（注

２）を所有しており、当社の関連当事者に該当します。

（追加情報）

（会計上の見積り）

　新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、経済、企業活動への深刻な影響が見込まれております。当社グ

ループにおきましても、今後も当社グループの業績に影響が及ぶことが想定され、新型コロナウイルス感染症の広が

りや収束時期の見通しは不透明な状況にあります。

　当社グループでは、固定資産の減損会計等の会計上の見積りにおいて、新型コロナウイルス感染症の影響は、2021

年12月に向けて徐々に収束し回復に向かい、2022年１月以降は例年並の売上高が見込まれることを前提としておりま

す。

（当社に対する公開買付け）

　当社は、2021年8月18日開催の取締役会において、以下のとおり、いわゆるマネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）

（注）の一環として行われる株式会社紳士服中西（以下「公開買付者」といいます。）による当社の発行済普通株式

（以下「当社株式」といいます。）に対する公開買付け（以下「本公開買付け」といいます。）に賛同の意見を表明

し、かつ、当社の株主各位に対して、本公開買付けへの応募を推奨することについて決議いたしました。当該取締役

会決議は、本公開買付け及びその後の一連の手続により当社株式が上場廃止となる予定であることを前提として行わ

れたものであります。

　なお、本公開買付けの期間及び決済開始日については、10月1日付で公開買付届出書の訂正届出書を提出されてお

り、以下は当該変更後の内容を記載しております。

（注）「マネジメント・バイアウト（ＭＢＯ）」とは、一般に、買収対象者の経営陣が、買収資金の全部又は一部を

出資して、買収対象者の事業の継続を前提として買収対象者の株式を取得する取引をいいます。

①公開買付者の概要

（注１）「所有割合」とは、当社が2021年7月14日に提出した第45期第3四半期報告書（以下「当社四半期報告書」と

いいます。）に記載された2021年5月31日現在の当社の発行済株式総数（5,972,000株）から、当社四半期報告書に記

載された同日現在の当社が所有する自己株式数（1,139,582株）を控除した株式数（4,832,418株）に対する割合をい

い、小数点以下第三位を四捨五入しております。以下、所有割合の記載について同じとします。

（注２）2021年8月18日現在、公開買付者における発行済株式総数のうち、中西浩一氏が普通株式の全てである10株

を所有しており、中西浩之氏が無議決権株式の全てである990株を所有しているとのことです。なお、当該無議決権

株式は、株主総会における議決権が付与されていない点を除き、普通株式と同じ権利が設定されている種類株式であ

り、普通株式への転換請求権は設定されていないとのことです。
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②買付け等の価格

　　普通株式１株につき、765円

③買付け等の期間

　　2021年8月19日（木曜日）から2021年10月15日（金曜日）まで（40営業日）

④買付け予定の株券等の数

　買付予定数　　　　　　　　　　4,832,418株

　買付予定数の下限　　　　　　　3,271,160株（注）

　買付予定数の上限 　　　　　　　　　　－株

　（注）本公開買付けにおいて、買付予定数の下限を3,271,160株（所有割合：67.69％）としており、本公開買付け

に応募された株券等の合計が買付予定数の下限（3,271,160株）に満たない場合には、応募株券等の全ての買付け

等を行わないこととしております。

⑤決済の開始日

　　2021年10月22日（金曜日）

（セグメント情報等）

【セグメント情報】

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。

【関連情報】

１．製品及びサービスごとの情報

単一の製品・サービスの区分の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省

略しております。

２．地域ごとの情報

(1）売上高

本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産

本邦以外の国又は地域に所在する有形固定資産がないため、該当事項はありません。

３．主要な顧客ごとの情報

外部顧客への売上高のうち、連結損益計算書の売上高の10％以上を占める相手先がないため、該当事項はあり

ません。

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

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。

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

　該当事項はありません。

【報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報】

　該当事項はありません。
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前連結会計年度
（自　2019年９月１日

至　2020年８月31日）

当連結会計年度
（自　2020年９月１日

至　2021年８月31日）

１株当たり純資産額 1,395円64銭

１株当たり当期純利益 20円81銭
　

１株当たり純資産額 1,381円99銭

１株当たり当期純利益又は当期純

損失（△）
△6円65銭

　
　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

　なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在しないため記載しておりません。

前連結会計年度
（自　2019年９月１日

至　2020年８月31日）

当連結会計年度
（自　2020年９月１日

至　2021年８月31日）

親会社株主に帰属する当期純利益又は当期

純損失（△）（千円）
101,214 △32,157

普通株主に帰属しない金額（千円） － 　－

普通株式に係る親会社株主に帰属する当期

純利益又は当期純損失（△）（千円）
101,214 △32,157

普通株式の期中平均株式数（株） 4,864,264 4,832,418

（１株当たり情報）

 　（注）１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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(単位：千円)

前事業年度
(2020年８月31日)

当事業年度
(2021年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,630,501 2,650,576

売掛金 125,426 127,985

商品 920,919 661,756

原材料 59,663 61,565

前渡金 27,357 39,472

前払費用 13,702 13,592

未収入金 177,765 38,032

その他 80,891 39,670

流動資産合計 4,036,228 3,632,651

固定資産

有形固定資産

建物 627,423 486,569

車両運搬具 0 0

工具、器具及び備品 60,522 37,682

土地 372,370 266,724

有形固定資産合計 1,060,315 790,976

無形固定資産

商標権 103 7

ソフトウエア 50,556 35,366

無形固定資産合計 50,659 35,374

投資その他の資産

関係会社株式 22,298 22,298

出資金 4,520 4,520

関係会社長期貸付金 64,500 46,500

長期前払費用 11,710 7,540

繰延税金資産 130,545 147,170

差入保証金 809,867 802,636

投資不動産 2,328,001 2,294,642

その他 10,000 10,000

貸倒引当金 △10,000 △10,000

投資その他の資産合計 3,371,443 3,325,308

固定資産合計 4,482,418 4,151,659

資産合計 8,518,647 7,784,310

４．個別財務諸表及び主な注記

（１）貸借対照表

- 14 -

㈱オンリー　（3376）　2021年８月期　決算短信



(単位：千円)

前事業年度
(2020年８月31日)

当事業年度
(2021年８月31日)

負債の部

流動負債

買掛金 98,430 105,756

１年内返済予定の長期借入金 672,000 672,000

未払金 78,766 93,105

未払費用 71,954 60,581

未払法人税等 － 7,315

前受金 73,613 74,784

ポイント引当金 30,119 39,763

資産除去債務 8,403 －

その他 27,948 38,991

流動負債合計 1,061,236 1,092,299

固定負債

長期借入金 1,138,000 466,000

退職給付引当金 80,634 77,607

長期未払金 132,295 132,295

資産除去債務 176,801 170,090

その他 146,392 146,392

固定負債合計 1,674,123 992,385

負債合計 2,735,360 2,084,684

純資産の部

株主資本

資本金 1,079,850 1,079,850

資本剰余金

資本準備金 1,186,500 1,186,500

その他資本剰余金 25,704 25,704

資本剰余金合計 1,212,204 1,212,204

利益剰余金

利益準備金 4,000 4,000

その他利益剰余金

別途積立金 38,300 38,300

繰越利益剰余金 3,840,983 3,757,322

利益剰余金合計 3,883,283 3,799,622

自己株式 △392,050 △392,050

株主資本合計 5,783,286 5,699,626

純資産合計 5,783,286 5,699,626

負債純資産合計 8,518,647 7,784,310
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(単位：千円)

前事業年度
(自　2019年９月１日
　至　2020年８月31日)

当事業年度
(自　2020年９月１日

　至　2021年８月31日)

売上高 4,423,691 3,675,977

売上原価

商品期首たな卸高 915,369 920,919

当期商品仕入高 1,872,697 1,429,937

合計 2,788,066 2,350,857

商品期末たな卸高 920,919 661,756

商品売上原価 1,867,146 1,689,100

売上総利益 2,556,544 1,986,876

販売費及び一般管理費 2,624,881 2,326,790

営業利益又は営業損失（△） △68,337 △339,914

営業外収益

受取利息 189 374

受取配当金 49,540 14,100

受取手数料 19,456 23,052

受取賃貸料 263,602 258,151

助成金収入 － 11,001

その他 1,581 2,246

営業外収益合計 334,369 308,924

営業外費用

支払利息 2,640 6,639

賃貸収入原価 67,835 61,384

その他 56 7

営業外費用合計 70,532 68,030

経常利益又は経常損失（△） 195,500 △99,020

特別利益

固定資産売却益 － 78,002

臨時休業等による収入 136,380 60,764

特別利益合計 136,380 138,767

特別損失

固定資産除却損 1,399 77

減損損失 22,652 41,075

臨時休業等による損失 151,237 39,732

特別損失合計 175,289 80,885

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 156,591 △41,139

法人税、住民税及び事業税 47,040 25,319

法人税等調整額 6,843 △16,625

法人税等合計 53,883 8,694

当期純利益又は当期純損失（△） 102,707 △49,833

（２）損益計算書
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(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合

計
資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益剰
余金

当期首残高 1,079,850 1,186,500 25,704 1,212,204 4,000 38,300 3,889,150 3,931,450 △392,050 5,831,454

当期変動額

剰余金の
配当

△150,874 △150,874 △150,874

当期純利益

又は当期純

損失（△）

102,707 102,707 102,707

当期変動額
合計

－ － － － － － △48,167 △48,167 － △48,167

当期末残高 1,079,850 1,186,500 25,704 1,212,204 4,000 38,300 3,840,983 3,883,283 △392,050 5,783,286

純資産合計

当期首残高 5,831,454

当期変動額

剰余金の
配当

△150,874

当期純利益

又は当期純

損失（△）

102,707

当期変動額
合計

△48,167

当期末残高 5,783,286

（３）株主資本等変動計算書

前事業年度（自  2019年９月１日  至  2020年８月31日）

- 17 -

㈱オンリー　（3376）　2021年８月期　決算短信



(単位：千円)

株主資本

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合

計
資本準備金

その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金

合計
別途積立金

繰越利益剰
余金

当期首残高 1,079,850 1,186,500 25,704 1,212,204 4,000 38,300 3,840,983 3,883,283 △392,050 5,783,286

当期変動額

剰余金の
配当

△33,826 △33,826 △33,826

当期純利益

又は当期純

損失（△）

△49,833 △49,833 △49,833

当期変動額
合計

△83,660 △83,660 △83,660

当期末残高 1,079,850 1,186,500 25,704 1,212,204 4,000 38,300 3,757,322 3,799,622 △392,050 5,699,626

純資産合計

当期首残高 5,783,286

当期変動額

剰余金の
配当

△33,826

当期純利益

又は当期純

損失（△）

△49,833

当期変動額
合計

△83,660

当期末残高 5,699,626

当事業年度（自  2020年９月１日  至  2021年８月31日）
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（４）個別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）

　該当事項はありません。

（追加情報）

（会計上の見積り）

　新型コロナウイルス感染症の世界的な流行により、経済、企業活動への深刻な影響が見込まれております。当社に

おきましても、今後も当社の業績に影響が及ぶことが想定され、新型コロナウイルス感染症の広がりや収束時期の見

通しは不透明な状況にあります。

　当社では、固定資産の減損会計等の会計上の見積りにおいて、新型コロナウイルス感染症の影響は、2021年12月に

向けて徐々に収束し回復に向かい、2022年１月以降は例年並の売上高が見込まれることを前提としております。

（当社に対する買付け）

　連結財務諸表に関する注記事項の「（追加情報）（当社に対する公開買付け）」に記載しております。
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