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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

連結経営指標等

 

回次
第20期

第２四半期連結
累計期間

第20期
第２四半期連結
会計期間

第19期

会計期間

自　平成20年
　　４月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成20年
　　７月１日
至　平成20年
　　９月30日

自　平成19年
　　４月１日
至　平成20年
　　３月31日

売上高 (百万円) 36,669 17,971 72,221

経常利益又は経常損失
(△)

(百万円) 863 △236 5,017

四半期(当期)純利益又
は四半期純損失(△)

(百万円) 165 △317 3,800

純資産額 (百万円) ― 22,256 22,711

総資産額 (百万円) ― 46,037 43,362

１株当たり純資産額 (円) ― 527.30 538.09

１株当たり四半期
(当期)純利益又は１株
当たり四半期純損失
(△)

(円) 3.93 △7.52 90.59

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ― ― 90.08

自己資本比率 (％) ― 48.3 52.4

営業活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △503 ― 456

投資活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) △2,449 ― △946

財務活動による
キャッシュ・フロー

(百万円) 2,532 ― 493

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(百万円) ― 2,554 2,975

従業員数 (名) ―
2,668
(194）

2,361
(410）

(注)１　売上高には、消費税等は含まれておりません。

２　従業員数は就業人員であり、アルバイト数は(　)内に１人１日８時間換算による四半期連結会計期間（年

間）の平均人数を外数で記載しております。

３　第20期第２四半期連結累計期間の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、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。第20期第２四半期連結会計期間の潜在

株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、１株当たり四半期純損失であり、また、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。
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２ 【事業の内容】

当第２四半期連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容

について、重要な変更はありません。

また、主要な関係会社についても異動はありません。

 

３ 【関係会社の状況】

当第２四半期連結会計期間から、重要性が増した株式会社コーエンを連結の範囲に含めておりま

す。

 

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社における状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 2,668(194)

(注) １　従業員数は就業人員であり、特別従業員75名を含んでおります。アルバイト数は(　)内に１人１日８時間

換算による当第２四半期連結会計期間の平均人数を外数で記載しております。

２　特別従業員とは、育児や本人の身体上の理由等により就業規則に定める勤務時間での就業が困難な者に

対し、勤務時間等を個別に取り決めた従業員をいいます。

 

(2) 提出会社の状況

平成20年９月30日現在

従業員数(名) 2,580(192)

(注) １　従業員数は就業人員であり、特別従業員75名を含んでおります。アルバイト数は(　)内に１人１日８時間

換算による当第２四半期会計期間の平均人数を外数で記載しております。

２　特別従業員とは、育児や本人の身体上の理由等により就業規則に定める勤務時間での就業が困難な者に

対し、勤務時間等を個別に取り決めた従業員をいいます。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 販売実績

当社グループは、一般消費者を対象とした、店頭での紳士服・婦人服等の衣料品ならびに関連商

品の販売を主たる業務としております。取扱商品は多岐にわたっておりますが、トレンドを見極め

た上で国内外からセレクトして仕入れる調達商品と、市場の動向をタイムリーに反映できる自主企

画商品とを組み合わせることにより、幅広いアイテムを多様なテイストで提案しております。

当第２四半期連結会計期間の販売実績は次のとおりであります。

　

①　商品別販売実績
 

商品別 販売高(百万円)

メンズ 5,770

ウィメンズ 7,510

シルバー＆レザー 1,260

雑貨等 787

その他 2,642

合計 17,971

(注) １　上記の金額には消費税等は含まれておりません。

２　シルバー＆レザーとは「ＣＨＲＯＭＥ ＨＥＡＲＴＳ」ブランドの銀製装飾品および皮革製ウエアであ

ります。

　　　 ３　「その他」には、アウトレット、催事販売、連結子会社の売上が含まれております。

 

２ 【経営上の重要な契約等】

当第２四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。

 

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

　(1) 経営成績の分析

当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日～平成20年９月30日）における我が国経済は、米

国の金融不安に端を発する世界経済の減速を背景とした生産・輸出の弱含みにより企業収益が減

少傾向となり、景気が弱含みで推移いたしました。また、食料品や生活必需品の値上げ等により生活

防衛意識が高まり、個人消費の減退が懸念される大変厳しい局面となりました。

このような状況のもと、当社グループでは、構成する各会社および事業毎の成長発展ステージに

応じた施策および出店を実施することで、企業価値の向上に努めてまいりました。

株式会社ユナイテッドアローズでは、「主幹業務のオペレーション整備と的確な運用」および

「人財育成の強化とその成長に合わせた業容拡大」をテーマに、経営基盤の整備に努めてまいりま

した。「主幹業務のオペレーション整備と的確な運用」につきましては、主力のユナイテッドア
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ローズ（以下、ＵＡ）業態およびグリーンレーベル リラクシング（ＧＬＲ）業態におきまして、商

品の販売消化率と残在庫率を軸とした新たな商品計画に基づく運用および進捗管理を行ったこと

で、在庫の抑制を図ってまいりました。この結果、株式会社ユナイテッドアローズの当第２四半期連

結会計期間末におけるたな卸資産（「商品」および「原材料」の合算値）の前年同期比は104.6％

と同期間の売上高前年同期比（116.3％）を下回り推移いたしました。

また、販売関連業務の進化・改善を目指す全社横断の週次会議体（営業統括会議）を発足し、販

売阻害要因の極小化による売上・利益の向上に努めてまいりました。第２四半期連結会計期間にお

いては、事業部門から提起された300件を越える改善提案について討議を重ねることで、事業部門の

サポート体制の強化に努めてまいりました。「人財育成の強化とその成長に合わせた業容拡大」に

つきましては、人事制度改革を軸に、販売員が生涯販売に携われる環境作りを行うとともに、次世代

の幹部・経営者層を育成する仕組みづくりを進めてまいりました。当第２四半期連結会計期間にお

いては、販売職グレード基準を新設し、特に優れた販売のスペシャリスト８名を「セールスマス

ター」に認定することでその功労に報いるとともに、販売員の長期定着化とモチベーション向上を

図ってまいりました。

出退店につきましては、第２四半期連結会計期間の３ヶ月間でＵＡ業態：出店１店舗、退店２店

舗、ＧＬＲ業態：退店３店舗、スモールビジネスユニットおよびＵＡラボ：出店１店舗、退店１店舗

を実施し、当第２四半期連結会計期間末の店舗数は130店舗となりました。

連結子会社の株式会社フィーゴにつきましては、直営店11店舗体制を維持し売上・利益とも堅調

に推移いたしました。

連結子会社の株式会社ペレニアルユナイテッドアローズ（第２四半期連結会計期間：平成20年

５月１日～平成20年７月31日）につきましては、平成20年８月オープン予定の第１号店出店に向け

た準備を整えてまいりました。

なお、当第２四半期連結会計期間より衣料品および身の回り品の小売を主たる事業とする株式会

社コーエン（第２四半期連結会計期間：平成20年５月20日～平成20年７月31日）を連結子会社と

いたしました。同社につきましては、平成20年10月オープン予定の第１号店出店に向けた準備を整

えてまいりました。

  

以上の結果、当第２四半期連結会計期間（平成20年７月１日～平成20年９月30日）の連結売上高

は17,971百万円となり、売上総利益は8,502百万円、売上総利益率は47.3％となりました。なお、当該

期間は春夏商品のクリアランスセール実施期間を含むため売上総利益率が通年に比較し低下する

ほか、連結子会社である株式会社コーエン・株式会社ペレニアルユナイテッドアローズの２社につ

きまして会社設立費用および今秋の新規出店に向けた準備費用等が発生いたしましたため、営業利

益が△257百万円、経常利益が△236百万円、四半期純利益が△317百万円となりました。

 

(2)　財政状態の分析

（資産）

　流動資産は、前連結会計年度末と比較して1,330百万円（4.9％）増加の28,614百万円となりまし

た。これは、商品が2,063百万円、原材料が59百万円増加し、現金及び預金が414百万円、未収入金が
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342百万円、繰延税金資産が33百万円それぞれ減少したことなどによります。

　固定資産は、前連結会計年度末と比較して1,345百万円（8.4％）増加の17,423百万円となりまし

た。これは、建物及び構築物が1,063百万円、差入保証金が235百万円それぞれ増加したことなどによ

ります。

（負債）

　流動負債は、前連結会計年度末と比較して3,547百万円（17.6％）増加の23,687百万円となりまし

た。これは、支払手形及び買掛金が1,686百万円、短期借入金が4,970百万円、賞与引当金が101百万円

それぞれ増加し、未払法人税等が1,495百万円、１年内返済予定の長期借入金が1,461百万円、未払金

が54百万円それぞれ減少したことなどによります。

　固定負債は、前連結会計年度末と比較して417百万円（81.7％）減少の93百万円となりました。こ

れは、長期借入金が349百万円減少したことなどによります。

（純資産）

　純資産合計は、前連結会計年度末と比較して455百万円（2.0％）減少の22,256百万円となりまし

た。これは、自己株式の消却により自己株式が7,531百万円、資本剰余金が362百万円、利益剰余金が

7,169百万円それぞれ減少し、利益剰余金が四半期純利益により165百万円増加した一方、配当金の

支払により633百万円減少し、また繰延ヘッジ損益が12百万円増加したことなどによります。

 

(3)　キャッシュ・フローの状況

当第２四半期連結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、前連結会

計年度末に比べ420百万円減少し、2,554百万円となりました。

当第２四半期連結会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）

当第２四半期連結会計期間における営業活動の結果得られた資金は946百万円となりました。

収入の主な内訳は、売上債権の減少額444百万円、賞与引当金の増加額433百万円、減価償却費293百

万円及び仕入債務の増加額1,715百万円であり、支出の主な内訳は、たな卸資産の増加額1,725百万円

及びその他流動資産の増加額72百万円であります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

当第２四半期連結会計期間における投資活動の結果使用した資金は322百万円となりました。

これは主に、新規出店および改装等に伴う有形固定資産の取得222百万円および差入保証金の増

加114百万円等があったこと等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）

当第２四半期連結会計期間における財務活動の結果支出した資金は474百万円となりました。

これは、短期借入金の純増加額570百万円があったものの、長期借入金の返済による支出905百万

円、配当金の支払額139百万円があったこと等によるものであります。
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　(4)　事業上及び財務上の対処すべき課題

　　　当第２四半期連結会計期間において、当連結会社の事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な変

更及び新たに生じた課題はありません。

 

　(5)　研究開発活動

　　　特記事項はありません。
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第３ 【設備の状況】

１ 【主要な設備の状況】

当第２四半期連結会計期間における、設備の主な増加は次のとおりであります。

（1）提出会社

区分
事業所名
(所在地)

帳簿価額
従業員数
(人)

完了年月建物
(千円)

器具備品
(千円)

その他
（千円）

合計
(千円)

新設

ビューティ＆ユース UA 柏店　（千葉
県柏市） 65,15210,1607,33882,651 12

平成20年９

月

 

（2）国内子会社

提出会社
事業所名
(所在地)

設備の内容
帳簿価額
(千円)

従業員数
(人)

株式会社　
フィーゴ

本社　　　　　（東
京都港区）

ソフトウェア 5,648 ―

 

(注)１　各資産の金額は帳簿価額であり、建設仮勘定は含んでおりません。

　　　２　帳簿価額のうち「その他」は構築物、ソフトウェア及び長期前払費用であります。

 

２ 【設備の新設、除却等の計画】

（1） 当第２四半期連結会計期間において、第１四半期連結会計期間末に計画中であった重要な設備

の新設等について完了したものは、「１ 主要な設備の状況」に記載のとおりであります。

（2） 当第２四半期連結会計期間において新たに確定した重要な設備の新設等の計画は、次のとおり

であります。

会社名 区分
事業所名
（所在地）

設備の内容
投資予定金額 着手および完了予定年月

総額
(千円)

既支払額
(千円)

着手 完了

提出会社 新設

ユナイテッドアローズ
　梅田店（大阪府大阪
市北区）

店舗設備 319,608 ― 2008年７月2008年10月

ビューティ＆ユース UA
梅田店（大阪府大阪市
北区）

店舗設備 129,876 ― 2008年８月2008年10月

 (注)　上記の金額には消費税等は含まれておりません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

 

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 190,800,000

計 190,800,000

 

② 【発行済株式】

 

種類
第２四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年９月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成20年11月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 42,800,00042,800,000
東京証券取引所
(市場第１部)

―

計 42,800,00042,800,000― ―

 

(2) 【新株予約権等の状況】

平成13年改正旧商法第280条ノ20および第280条ノ21の規定に基づき発行した新株予約権に関する事項

は、次のとおりであります。

 
第２四半期会計期間末現在
(平成20年９月30日)

新株予約権の数 1,286

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ―

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数 514,400

新株予約権の行使時の払込金額 １株当たり826

新株予約権の行使期間
　平成17年６月28日～
平成25年６月26日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額

(注)１

新株予約権の行使の条件 (注)２

新株予約権の譲渡に関する事項 権利の譲渡、質入その他の処分は認めない。

代用払込みに関する事項 ―

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ―
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（注） １ 平成15年６月27日開催の取締役会において、旧改正商法附則（平成13年11月28日　法128号）第６条の規

定に基づき、新株発行に代えて、当社が所有する自己株式を新株予約権を行使した者に移転することを

決議いたしました。

２ 新株予約権の行使の条件

（１）新株予約権者は、以下の区分に従い、各割当数の一部または全部を行使することができるものとし

ます。（ただし、各新株予約権にかかる行使の条件に服するものとします。）

なお、以下の計算の結果、行使可能な新株予約権の数が整数でない場合は、整数に切り上げた数と

します。ただし、発行日以降、新株予約権者が、新株予約権割当契約に定める新株予約権の当社への

返還事由に該当した場合には、当該契約の定めるところによるものとします。

a.平成19年６月26日までは、割当数の25％まで、新株予約権を行使することができるものとします。

b.平成21年６月26日までは、割当数の50％まで、新株予約権を行使することができるものとします。

c.平成23年６月26日までは、割当数の75％まで、新株予約権を行使することができるものとします。

d.平成25年６月26日までは、割当数のすべてについて、新株予約権を行使することができるものとします。

（２）新株予約権行使日の前日の東京証券取引所における当社の株式の終値が、１株当たりの払込金額

の1.25倍以上であることを要するものとします。

（３）新株予約権の割当を受けた者（以下「新株予約権者」という。）は、権利行使時において当社の取

締役または従業員いずれかの地位を保有している場合に限るものとします。ただし、定年退職およ

び関連会社への出向・転籍等その他取締役会が正当な理由があると認めた場合は、この限りでは

ないものとします。

（４）新株予約権者が権利行使期間中に死亡した場合で、「新株予約権割当契約書」締結時に相続人を

指定している場合（ただし権利行使は、新株予約権者死亡後１年もしくは権利行使期間満了日の

いずれか早く到来する期日までとします。）、その者の相続人は新株予約権を行使することができ

るものとします。

（５）新株予約権の第三者への譲渡、質入その他の一切の処分は認めないものとします。

（６）その他の条件は、本総会決議および取締役会決議に基づき、当社と新株予約権者との間で締結する

「新株予約権割当契約書」に定めるところによるものとします。

 

(3) 【ライツプランの内容】

該当事項はありません。

 

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

 

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(百万円)

資本金残高
(百万円)

資本準備金
増減額
(百万円)

資本準備金
残高
(百万円)

平成20年９月30日 ― 42,800,000 ― 3,030 ― 4,095
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(5) 【大株主の状況】

平成20年９月30日現
在

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

株式会社イーエム・プランニン
グ

東京都目黒区緑が丘二丁目19番20号 7,616,900 17.79

重松　理 東京都世田谷区 4,106,300 9.59

栗野　宏文 東京都世田谷区 2,251,100 5.25

日本トラスティ・サービス信託
銀行株式会社(信託口)

東京都中央区晴海一丁目８番11号 2,222,100 5.19

岩城　哲哉 東京都杉並区 2,091,300 4.88

水野谷　弘一 神奈川県横浜市青葉区 2,087,500 4.87

畑崎　廣敏 兵庫県芦屋市 2,000,000 4.67

日本マスタートラスト信託銀行
株式会社(信託口)

東京都港区浜松町二丁目11番３号 1,682,000 3.92

三菱商事株式会社 東京都千代田区丸の内二丁目３番１号 1,627,700 3.80

ジュニパー(常任代理人　株式会
社三菱東京ＵＦＪ銀行)

(東京都千代田区丸の内二丁目７番１号　決
済事業部)

1,020,400 2.38

計 ― 26,705,30062.39

(注) １ 上記のほか当社所有の自己株式591,690株（発行済株式総数に占める割合1.38％）があります。

     　２ 次の各法人から、平成20年７月10日付にて大量保有報告書（変更報告書）の提出があり、次のとおり株式

を所有している旨の報告を受けておりますが、当事業年度末時点における当該法人名義の実質所有株式

数の確認ができませんので、上記「大株主の状況」では考慮しておりません。なお、その大量保有報告書

（変更報告書）の内容は以下のとおりです。

 

（平成20年７月10日）

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

野村證券株式会社 東京都中央区日本橋一丁目９番１号 1,799,500 4.20

NOMURA INTERNATIONAL PLC
 

Nomura House 1,St.Martin’s-le Grand
London EC1A 4NP,England

176,000 0.41

N O M U R A S E C U R I T I E S
INTERNATIONAL, Inc.

2 World Financial Center , Building B
New York , N.Y. 10281-1198

92,700 0.22

NOMURA HOLDING AMERICA Inc.
2 World Financial Center, Building
B New York,N.Y.10281-1198

0 0.00

野村アセットマネジメント株式
会社

東京都中央区日本橋一丁目12番１号 1,908,500 4.46
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(6) 【議決権の状況】

① 【発行済株式】

平成20年９月30日現
在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)

普通株式　591,600
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　42,202,500 422,025 ―

単元未満株式 普通株式　　　 5,900 ― ―

発行済株式総数 42,800,000― ―

総株主の議決権 ― 422,025 ―

(注)　「完全議決権株式(その他)」欄の普通株式には、証券保管振替機構名義の株式が400株(議決権4個)含まれ

ております。

 

② 【自己株式等】

平成20年９月30日現
在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
株式会社ユナイテッドア
ローズ

東京都渋谷区神宮前二丁
目31番12号

591,600― 591,600 1.38

計 ― 591,600  591,600 1.38

 

 

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

 

月別
平成20年
　４月

 
　５月

 
　６月

 
　７月

 
　８月

 
　９月

最高(円) 755 784 747 744 764 947

最低(円) 543 554 586 657 691 725

(注)　月別の最高・最低株価は東京証券取引所市場第一部によるものであります。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりで

あります。

 (1) 役職の異動

 

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役常務執行役員 取　締　役 人 見　　輝 平成20年７月１日

取締役常務執行役員 常務取締役 加 藤 英 毅 平成20年７月１日

取締役常務執行役員 取　締　役 小 泉 正 己 平成20年７月１日
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平

成19年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。

 

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、当第２四半期連結会計期間(平成20年　

７月１日から平成20年９月30日まで)及び当第２四半期連結累計期間(平成20年４月１日から平成20

年　９月30日まで)に係る四半期連結財務諸表について、監査法人トーマツにより四半期レビューを受

けております。
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 2,698 3,113

売掛金 278 287

商品 18,927 16,863

原材料 239 180

未収入金 4,771 5,114

その他 1,701 1,728

貸倒引当金 △3 △3

流動資産合計 28,614 27,283

固定資産

有形固定資産

建物及び構築物（純額） 6,051 4,988

その他（純額） 2,029 1,750

有形固定資産合計 ※1
 8,081

※1
 6,739

無形固定資産

のれん 638 797

その他 2,137 2,140

無形固定資産合計 2,775 2,938

投資その他の資産

差入保証金 5,828 5,593

その他 738 807

投資その他の資産合計 6,566 6,400

固定資産合計 17,423 16,078

資産合計 46,037 43,362

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 8,995 7,308

短期借入金 8,770 3,800

1年内返済予定の長期借入金 1,806 3,267

未払法人税等 440 1,936

賞与引当金 954 852

その他 2,721 2,976

流動負債合計 23,687 20,140

固定負債

長期借入金 － 349

役員退職慰労引当金 91 154

その他 2 7

固定負債合計 93 510

負債合計 23,781 20,650
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（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年３月31日)

純資産の部

株主資本

資本金 3,030 3,030

資本剰余金 4,095 4,458

利益剰余金 16,084 23,721

自己株式 △909 △8,441

株主資本合計 22,300 22,768

評価・換算差額等

繰延ヘッジ損益 △44 △56

評価・換算差額等合計 △44 △56

純資産合計 22,256 22,711

負債純資産合計 46,037 43,362
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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：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 36,669

売上原価 17,996

売上総利益 18,672

販売費及び一般管理費 ※1
 17,818

営業利益 854

営業外収益

受取利息 3

仕入割引 16

その他 47

営業外収益合計 67

営業外費用

支払利息 45

その他 13

営業外費用合計 58

経常利益 863

特別利益

貸倒引当金戻入額 0

特別利益合計 0

特別損失

固定資産除却損 72

減損損失 143

その他 3

特別損失合計 220

税金等調整前四半期純利益 643

法人税、住民税及び事業税 379

法人税等調整額 98

法人税等合計 477

四半期純利益 165
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【第２四半期連結会計期間】
（単位：百万円）

当第２四半期連結会計期間
(自 平成20年７月１日
　至 平成20年９月30日)

売上高 17,971

売上原価 9,468

売上総利益 8,502

販売費及び一般管理費 ※1
 8,760

営業損失（△） △257

営業外収益

受取利息 3

仕入割引 8

為替差益 21

その他 20

営業外収益合計 53

営業外費用

支払利息 24

その他 8

営業外費用合計 32

経常損失（△） △236

特別利益

特別利益合計 －

特別損失

固定資産除却損 46

減損損失 54

その他 3

特別損失合計 104

税金等調整前四半期純損失（△） △341

法人税、住民税及び事業税 169

法人税等調整額 △193

法人税等合計 △24

四半期純損失（△） △317

EDINET提出書類

株式会社ユナイテッドアローズ(E03316)

四半期報告書

18/36



(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30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 643

減価償却費 578

無形固定資産償却費 136

長期前払費用償却額 43

減損損失 143

のれん償却額 159

賞与引当金の増減額（△は減少） 101

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △63

貸倒引当金の増減額（△は減少） △0

受取利息及び受取配当金 △3

支払利息 45

有形固定資産除却損 14

無形固定資産除却損 9

売上債権の増減額（△は増加） 419

たな卸資産の増減額（△は増加） △2,123

その他の流動資産の増減額（△は増加） △80

仕入債務の増減額（△は減少） 1,686

その他の流動負債の増減額（△は減少） △240

その他の固定負債の増減額（△は減少） △5

小計 1,468

利息及び配当金の受取額 3

利息の支払額 △44

法人税等の支払額 △1,930

営業活動によるキャッシュ・フロー △503

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の預入による支出 △6

有形固定資産の取得による支出 △1,948

無形固定資産の取得による支出 △188

長期前払費用の取得による支出 △71

差入保証金の差入による支出 △235

投資活動によるキャッシュ・フロー △2,449

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） 4,970

長期借入金の返済による支出 △1,810

自己株式の取得による支出 △0

配当金の支払額 △627

財務活動によるキャッシュ・フロー 2,532

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） △420
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（単位：百万円）

当第２四半期連結累計期間
(自 平成20年４月１日
　至 平成20年９月30日)

現金及び現金同等物の期首残高 2,975

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※
 2,554
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【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

 

 

【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】

 

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

１　連結の範囲の変更

当第２四半期連結会計期間から、重要性が増した株式会社コーエンを連結の範囲に含めております。
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【簡便な会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。

 

 

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

 

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　3,664百万円

なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含

まれております。

 

※１　有形固定資産の減価償却累計額　　3,579百万円

なお、減価償却累計額には、減損損失累計額が含

まれております。
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(四半期連結損益計算書関係)

第２四半期連結累計期間

 

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

 

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　　　　賃借料　　　　　　　　　　4,627百万円

　　　　給与・手当　　　　　　　　4,484百万円

　　　　業務委託費　　　　　　　　1,439百万円

賞与引当金繰入額　　　　　　919百万円

 

 

第２四半期連結会計期間

 

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

 

※１　販売費及び一般管理費の主なもの

　　　　賃借料　　　　　　　　　　2,318百万円

　　　　給与・手当　　　　　　　　2,196百万円

　　　　業務委託費　　　　　　　　　730百万円

　　　　賞与引当金繰入額　　　　　　431百万円
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

 

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

※　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金 2,698百万円

預入期間が３か月超の定期預金 △　144　〃

現金及び現金同等物 2,554百万円
　

 

EDINET提出書類

株式会社ユナイテッドアローズ(E03316)

四半期報告書

25/36



(株主資本等関係)

当第２四半期連結会計期間末(平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累計期間(自　平成20年４月

１日　至　平成20年９月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 42,800,000

 

 

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第２四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 591,690

 

 

３　新株予約権等に関する事項

該当事項はありません。

 

 

４　配当に関する事項

　(1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年６月23
日
定時株主総会

普通株式 633 15平成20年３月31日平成20年６月24日利益剰余金

 

　(2) 基準日が当連結会計年度の開始の日から当四半期連結会計期間末までに属する配当のうち、配

当の効力発生日が当四半期連結会計期間の末日後となるもの

決議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日 配当の原資

平成20年11月12
日
取締役会

普通株式 422 10平成20年９月30日平成20年12月８日利益剰余金

 

 

５　株主資本の著しい変動に関する事項

当社は、平成20年５月30日付で、会社法第178条の規定に基づき4,900,000株の自己株式の消却を

行いました。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7,531百万円、資本剰余金が

362百万円、利益剰余金が7,169百万円減少し、当第２四半期連結会計期間末において自己株式が909

百万円、資本剰余金が4,095百万円、利益剰余金が16,084百万円となっております。

 

EDINET提出書類

株式会社ユナイテッドアローズ(E03316)

四半期報告書

26/36



(リース取引関係)

当第２四半期連結会計累計期間
(自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

　及び
当第２四半期連結会計期間

(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)

所有権移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引

に係る方法に準じて処理を行っており、当四半期連結会計期間末におけ

るリース取引残高に前連結会計年度末に比べて著しい変動が認められ

ます。
 
（借主側）

(1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額、減損損失累

計額相当額および四半期末残高相当額

 
有形固定資産

 (百万円)

合計
 (百万円)

取得価額相当額 302 302

減価償却累計額相当額 158 158

四半期末残高相当額 143 143

(2) 未経過リース料四半期末残高相当額等

　　未経過リース料四半期末残高相当額

１年内 90百万円

１年超 54百万円

合計 145百万円

(3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価償却費相当額、支

払利息相当額および減損損失

　　(四半期連結累計期間)

支払リース料 50百万円

減価償却費相当額 48百万円

支払利息相当額 1百万円

(四半期連結会計期間)

支払リース料 24百万円

減価償却費相当額 24百万円

支払利息相当額 0百万円

(4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によってお

ります。

(5）利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額を利息相当

額とし、各期への配分方法については利息法によっております。

(減損損失について)

リース資産に配分された減損損失はありません。
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(デリバティブ取引関係)

該当事項はありません。

なお、為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しておりますので注記の対象から

除いております。

 

 

 

 

 

 

 

(ストック・オプション等関係)

該当事項はありません。

 

 

 

 

 

EDINET提出書類

株式会社ユナイテッドアローズ(E03316)

四半期報告書

28/36



(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累

計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

 
　　　　当連結グループは同一セグメントに属する紳士服・婦人服等の衣料品ならびに関連商品の企画・

販売を行っており、当該事業以外に事業の種類がないため該当事項はありません。

 

【所在地別セグメント情報】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累

計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

 
　　　　本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありませ

ん。

 

【海外売上高】

当第２四半期連結会計期間(自　平成20年７月１日　至　平成20年９月30日)及び当第２四半期連結累

計期間（自　平成20年４月１日　至　平成20年９月30日)

 
　　　　海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。

 

 

(企業結合等関係)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額

 

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日)

前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

  

 527.30円

  

 538.09円

 

(注)　１株当たり純資産額の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間末

(平成20年９月30日)
前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

純資産の部の合計額(百万円) 22,256 22,711

普通株式に係る純資産額(百万円) 22,256 22,711

普通株式の発行済株式数(千株) 42,800 47,700

普通株式の自己株式数(千株) 591 5,491

１株当たり純資産額の算定に用いられた普
通株式の数(千株)

42,208 42,208
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２　１株当たり四半期純利益又は四半期純損失

第２四半期連結累計期間

当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純利益 3.93円

(注)　１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、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。

２．１株当たり四半期純利益の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結累計期間
(自　平成20年４月１日
至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純利益(百万円) 165

普通株式に係る四半期純利益(百万円) 165

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 42,208

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純利益の算定に含まれなかった潜在株式につい
て前連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

―
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第２四半期連結会計期間

 

当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

１株当たり四半期純損失 7.52円

(注)　１．潜在株式調整後１株当たり四半期純利益については、１株当たり四半期純損失であり、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。

２．１株当たり四半期純損失の算定上の基礎

項目
当第２四半期連結会計期間
(自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(百万円) 317

普通株式に係る四半期純損失(百万円) 317

普通株主に帰属しない金額(百万円) ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 42,208

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株当たり
四半期純損失の算定に含まれなかった潜在株式につい
て前連結会計年度末から重要な変動がある場合の概要

―

 

(重要な後発事象)

該当事項はありません。
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２ 【その他】

第20期(平成20年４月１日から平成21年３月31日まで)中間配当については、平成20年11月12日開催

の取締役会において、平成20年９月30日の最終の株主名簿及び実質株主名簿に記載又は記録された株

主に対し、次のとおり中間配当を行うことを決議いたしました。

　　　①　配当金の総額　　　　　　　　　　　　　　　　　 422百万円

　　　②　１株当たりの金額　　　　　　　　　　　　　　　　10円00銭

　　　③　支払請求権の効力発生日及び支払開始日　　平成20年12月８日
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
 

 

平成２０年１１月７日

 

株式会社　ユナイテッドアローズ  

取締役会 御中

 

 

監査法人　ト　ー　マ　ツ  

 指定社員
 
業務執行社員

 公認会計士 中川正行 印

 指定社員
 
業務執行社員

 公認会計士 中塚　亨 印

 

 

　当監査法人は、金融商品取引法第１９３条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲

げられている株式会社ユナイテッドアローズの平成２０年４月１日から平成２１年３月３１

日までの連結会計年度の第２四半期連結会計期間（平成２０年７月１日から平成２０年９月

３０日まで）及び第２四半期連結累計期間（平成２０年４月１日から平成２０年９月３０日

まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対照表、四半期連結損益計算書

及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。この四半期連

結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務

諸表に対する結論を表明することにある。

　当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠し

て四半期レビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項

に責任を有する者等に対して実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続によ

り行われており、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して実施さ

れる年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行われた。

　当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国にお

いて一般に公正妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、株式会社ユナ

イテッドアローズ及び連結子会社の平成２０年９月３０日現在の財政状態、同日をもって終

了する第２四半期連結会計期間及び第２四半期連結累計期間の経営成績並びに第２四半期連

結累計期間のキャッシュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべて

の重要な点において認められなかった。

 

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害

関係はない。

以　上　

 

（注）１．上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本

は当社（四半期報告書提出会社）が別途保管しております。
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２．四半期連結財務諸表の範囲にはＸＢＲＬデータ自体は含まれていません。
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