
 

                             

平成 18 年 １ 月期   個別財務諸表の概要 平成18年３月22日 

上 場 会 社 名 クロスプラス株式会社 上場取引所 東・名 
コ ー ド 番 号 3320 本社所在都道府県 愛知県 
（ＵＲＬ http://www.crossplus.co.jp/） 
代 表 者   役職名 代表取締役社長      氏名 森 文夫 
問 合 せ 先 責 任 者   役職名 常務取締役経営企画室長  氏名 廣井 洋   ＴＥＬ(052)532－2211 
決算取締役会開催日 平成18年３月22日 中間配当制度の有無  有  
配当支払開始予定日 平成18年４月26日 

定時株主総会開催日 平成18年４月25日      単元株制度採用の有無  有（１単元  100株） 

 

１．18年１月期の業績（平成17年２月１日～平成18年１月31日） 
(1) 経営成績                                    （百万円未満切捨） 

 売 上 高 営 業 利 益 経 常 利 益 

 

18年１月期 

17年１月期 

百万円   ％

65,126  △0.0

65,149  △1.6

百万円   ％

580 △66.3

1,724 △41.6

百万円   ％

3,928   122.6

1,764  △42.9
 
 

 当 期 純 利 益 
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

株主資本

当期純利益率

総 資 本 

経常利益率 

売 上 高

経常利益率

 

18年１月期 

17年１月期 

百万円   ％ 

1,506   24.2 

1,213  △29.9 

円  銭 

192 65

166 84 

円  銭 

187 92

159 58

％

5.9 

5.4 

％ 

9.7 

4.5 

％

6.0

2.7

(注)①期中平均株式数    18年１月期 7,769,505株  17年１月期 7,214,409 株 
②会計処理の方法の変更   無 
③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

(2) 配当状況 

１株当たり年間配当金 
 

 中 間 期 末 

配当金総額 

(年 間) 
配当性向 

株主資本 

配 当 率 

 

18年１月期 

17年１月期 

円  銭

40  00

30  00

円  銭 

15  00 

15  00 

円  銭

25  00

15  00

百万円

315 

228 

％ 

21.1 

19.0 

％

1.2

1.0

 

(3) 財政状態 

 総 資 産 株 主 資 本 株主資本比率 １株当たり株主資本

 

18年１月期 

17年１月期 

百万円 

41,217 

40,204 

百万円

26,828 

23,894 

％ 

65.1 

59.4 

円   銭

3,387   22

3,123   97

(注)①期末発行済株式数  18年１月期 7,917,610株 17年１月期 7,645,610株 
②期末自己株式数   18年１月期    190株 17年１月期    190株 

 
２．19年１月期の業績予想（平成18年２月１日～平成19年１月31日） 

１株当たり年間配当金 
 売 上 高 経 常 利 益 当期純利益 

中 間 期 末  

 

中間期 

通 期 

百万円 

31,500 

65,500 

百万円

700 

2,000 

百万円

400 

1,150 

円 銭

20 00

－ －

円 銭 

－ － 

20 00 

円 銭

－ －

40 00

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期)  145円24銭 
なお、上記１株当たり予想当期純利益（通期）は、当期末の期末発行済株式数から期末自己株式数を控除
した株式数により算出しております。 
※上記の業績予想は、本資料の発表日において入手可能な情報に基づいて作成したものであり、実際の業績
は、今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
上記の業績予想に関する事項については、添付資料の12ページを参照ください。 
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６．財務諸表等 
(1) 貸借対照表 

 

  
第52期 

(平成17年１月31日) 
第53期 

(平成18年１月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(資産の部)   

Ⅰ 流動資産   

１ 現金及び預金  12,964,107  5,688,124

２ 受取手形  1,730,464  885,734

３ 売掛金  11,006,120  13,123,448

４ 商品  2,100,946  2,232,210

５ 貯蔵品  30,340  27,606

６ 前払費用  163,198  127,439

７ 前払年金費用  46,115  39,729

８ 繰延税金資産  222,319  ―

９ 金融派生商品  308,852  3,179,595

10 その他  38,804  101,716

貸倒引当金  △6,720  △2,073

流動資産合計  28,604,551 71.1  25,403,533 61.6

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産 ※１  

(1) 建物 ※２ 1,752,449  1,990,401

(2) 構築物  84,172  73,359

(3) 機械及び装置  14,492  11,152

(4) 車両及び運搬具  6,463  2,832

(5) 工具器具及び備品  128,416  166,382

(6) 土地  2,517,720  2,537,350

(7) 建設仮勘定  33,075  ―

有形固定資産合計  4,536,789 11.3  4,781,478 11.6

２ 無形固定資産   

(1) 商標権  17,496  108,508

(2) ソフトウエア  95,112  129,291

(3) その他  36,788  37,411

無形固定資産合計  149,397 0.4  275,211 0.7

３ 投資その他の資産   

(1) 投資有価証券  3,594,502  6,313,096

(2) 関係会社株式  172,027  170,880

(3) 出資金  17,608  20,017

(4) 関係会社出資金  30,000  50,000

(5) 従業員長期貸付金  16,341  19,526

(6) 関係会社長期貸付金  2,815,876  3,399,376

(7) 破産更生債権等  4,336  4,596

(8) 長期前払費用  65,973  77,295

(9) 会員権  109,204  29,750

(10) 長期性預金  ―  500,000

(11) その他  151,757  183,994

貸倒引当金  △64,356  △11,291

投資その他の資産合計  6,913,272 17.2  10,757,242 26.1

固定資産合計  11,599,459 28.9  15,813,932 38.4

資産合計  40,204,010 100.0  41,217,465 100.0
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第52期 

(平成17年１月31日) 
第53期 

(平成18年１月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
構成比
(％)

金額(千円) 
構成比
(％)

(負債の部)   

Ⅰ 流動負債   

１ 支払手形  455,819  266,341

２ 買掛金  11,271,871  8,293,958

３ 未払金  729,412  768,732

４ 未払費用  297,317  291,257

５ 未払法人税等  785,887  158,828

６ 未払消費税等  45,744  8,986

７ 繰延税金負債  ―  1,052,841

８ 預り金  51,604  61,584

９ 賞与引当金  147,290  148,980

10 返品調整引当金  57,400  75,400

11 従業員預り金  566,235  561,199

12 繰延ヘッジ利益 ※３ 312,170  16,616

13 その他  1,250  702

流動負債合計  14,722,004 36.6  11,705,429 28.4

Ⅱ 固定負債   

１ 長期未払金  ―  105,000

２ 繰延税金負債  224,515  1,143,340

３ 退職給付引当金  1,002,613  1,048,502

４ 役員退職慰労引当金  283,155  314,045

５ 預り保証金  77,042  72,442

固定負債合計  1,587,326 4.0  2,683,329 6.5

負債合計  16,309,330 40.6  14,388,758 34.9

(資本の部)   

Ⅰ 資本金 ※５ 1,804,875 4.5  1,943,625 4.7

Ⅱ 資本剰余金   

資本準備金  1,866,736 2,006,736 

資本剰余金合計  1,866,736 4.6  2,006,736 4.9

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  223,750 223,750 

２ 任意積立金   

 別途積立金  17,000,000 17,000,000 

３ 当期未処分利益  1,868,264 3,133,183 

利益剰余金合計  19,092,014 47.5  20,356,933 49.4

Ⅳ その他有価証券評価差額金 ※６ 1,131,810 2.8  2,522,167 6.1

Ⅴ 自己株式 ※７ △755 △0.0  △755 △0.0

資本合計  23,894,679 59.4  26,828,707 65.1

負債及び資本合計  40,204,010 100.0  41,217,465 100.0
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(2) 損益計算書

  
第52期 

(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第53期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅰ 売上高  65,149,085 100.0  65,126,631 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 期首商品棚卸高  1,695,215 2,100,946 

２ 当期商品仕入高  50,124,433 51,280,354 

３ 外注加工費  438,502 203,950 

４ 生産管理費 ※１ 557,816 665,788 

合計  52,815,967 54,251,038 

５ 他勘定振替高 ※２ ― 44,047 

６ 期末商品棚卸高  2,100,946 50,715,020 77.8 2,232,210 51,974,782 79.8

売上総利益  14,434,065 22.2  13,151,848 20.2

返品調整引当金戻入額  58,300 57,400 

返品調整引当金繰入額  57,400 900 0.0 75,400 △18,000 0.0

差引売上総利益  14,434,965 22.2  13,133,848 20.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費   

１ 荷造運搬費  2,608,586 2,470,579 

２ 業務委託料  1,803,469 1,648,927 

３ 展示会費  349,612 250,355 

４ ロイヤリティ  524,525 457,750 

５ 役員報酬  232,902 242,915 

６ 給料手当  2,316,733 2,453,824 

７ 賞与  718,099 601,927 

８ 賞与引当金繰入額  137,970 139,630 

９ 退職給付費用  384,374 381,009 

10 役員退職慰労金  3,000 ― 

11 役員退職慰労引当金 
繰入額 

 36,600 30,890 

12 福利厚生費  521,497 521,630 

13 旅費  467,578 489,872 

14 通信費  97,542 91,512 

15 消耗品費  456,829 478,481 

16 減価償却費  260,396 284,358 

17 修繕維持費  193,099 166,036 

18 賃借料  244,763 237,289 

19 保守リース料  175,769 186,610 

20 その他  1,177,167 12,710,516 19.5 1,419,276 12,552,878 19.3

営業利益  1,724,448 2.7  580,970 0.9

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息 ※３ 15,634 12,212 

２ 受取配当金  29,216 32,250 

３ 受取家賃  21,553 15,694 

４ 業務受託料 ※３ 28,815 52,793 

５ 仕入割引  35,087 156,966 

６ 為替差益  4,833 ― 

７ デリバティブ評価益  ― 3,162,979 

８ その他  10,412 145,553 0.2 5,660 3,438,557 5.2

Ⅴ 営業外費用   

１ 支払利息  17,171 16,917 

２ 為替差損  ― 60,365 

３ 上場関連費用  69,861 ― 

４ 新株発行費  18,306 2,902 

５ その他  ― 105,339 0.2 10,588 90,774 0.1

経常利益  1,764,662 2.7  3,928,753 6.0
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第52期 

(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第53期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 
百分比
(％)

金額(千円) 
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益   

１ 前期損益修正益 ※４ ― 52,023 

２ 貸倒引当金戻入益  118,180 9,489 

３ 役員退職慰労引当金 
  戻入益 

※５ 104,220 ― 

４ 投資有価証券売却益  990 18,681 

５ 会員権売却益  ― 2,520 

６ 償却債権取立益  316 ― 

７ 保険積立金解約返戻金  202,197 425,904 0.7 ― 82,715 0.1

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産売却損 ※６ ― 775 

２ 固定資産除却損 ※７ 9,368 44,408 

３ 投資有価証券売却損  873 ― 

４ 投資有価証券評価損  6,724 635 

５ 関係会社株式売却損  ― 1,146 

６ 関係会社株式評価損  7,595 ― 

７ 会員権売却損  9,420 ― 

８ 会員権評価損  ― 3,600 

９ 商品評価損 ※２ ― 44,047 

10 特別退職金 ※８ 15,708 1,062 

11 関係会社支援損 ※９ ― 49,689 0.1 799,999 895,675 1.3

税引前当期純利益  2,140,877 3.3  3,115,793 4.8

法人税、住民税 
及び事業税 

 843,585 363,343 

法人税等調整額  83,622 927,208 1.4 1,245,642 1,608,985 2.5

当期純利益  1,213,668 1.9  1,506,807 2.3

前期繰越利益  768,895  1,743,580

中間配当額  114,300  117,204

当期未処分利益  1,868,264  3,133,183
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(3) 利益処分案 

 

株主総会承認年月日  
第52期 

(平成17年４月26日) 
第53期 

(平成18年４月25日) 

区分 
注記 
番号 

金額(千円) 金額(千円) 

Ⅰ 当期未処分利益  1,868,264  3,133,183

Ⅱ 利益処分額   

１ 配当金  114,684 197,940 

２ 役員賞与金  10,000 10,000 

 (うち監査役賞与金)  (1,000) 124,684 (1,000) 207,940

Ⅲ 次期繰越利益  1,743,580  2,925,243
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重要な会計方針 
 

第52期 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第53期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 子会社株式及び関連会社株式 

    移動平均法による原価法 

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左 

 (2) その他有価証券 

   時価のあるもの 

    決算日の市場価格等に基づく時価法(評価差額

は全部資本直入法により処理し、売却原価は移

動平均法により算定) 

 (2) その他有価証券 

   時価のあるもの 

同左 

   時価のないもの 

    移動平均法による原価法 

   時価のないもの 

同左 

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

  デリバティブ 

   時価法 

２ デリバティブ等の評価基準及び評価方法 

  デリバティブ 

同左 

３ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 商品 

    月次総平均法による原価法 

    ただし、季越品については販売可能価額まで評

価下げをしております。 

３ 棚卸資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 商品 

同左 

 (2) 貯蔵品 

    最終仕入原価法による原価法 

 (2) 貯蔵品 

同左 

４ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

    定率法 

    ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

(建物附属設備は除く)については、定額法によ

っております。 

４ 固定資産の減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産 

同左 

 (2) 無形固定資産 

    定額法 

    なお、自社利用のソフトウエアについては、社

内における利用可能期間(５年)に基づく定額法

によっております。 

 (2) 無形固定資産 

同左 

 (3) 長期前払費用 

    均等償却 

 (3) 長期前払費用 

同左 

５ 繰延資産の処理方法 

   新株発行費 

   支出時に全額費用として処理しております。 

 （追加情報） 

   なお、平成16年４月14日付の有償一般募集による

新株式発行（1,000,000株）は、引受証券会社が引受

価額で引受を行い、これを発行価額と異なる発行価

格で一般投資家に販売する、いわゆる「スプレッド

方式」の売買引受契約によっております。「従来の

方式」では、引受証券会社に対し、引受手数料を支

払うことになりますが、「スプレッド方式では、発

行価格と引受価額との差額が事実上の引受手数料と

なりますので、引受証券会社に対する引受手数料の

支払いはありません。平成16年４月14日付の新株式

発行に係る引受価額と発行価格の差額104,000千円は

「従来の方式」によれば新株発行費として処理され

るべき金額に相当します。 

５ 繰延資産の処理方法 

   新株発行費 

   支出時に全額費用として処理しております。 
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第52期 

(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第53期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

６ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

   債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権

については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

６ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金 

同左 

 (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額の

うち当事業年度の負担に属する部分を計上しており

ます。 

 (2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 返品調整引当金 

   将来予想される売上返品による損失に備えるた

め、過去の返品率等を勘案し損失見込額を見積計上

しております。 

 (3) 返品調整引当金 

同左 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当事業年度末において発生していると認められ

る金額を計上しております。 

   数理計算上の差異については、各事業年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数(５年)による定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用処理しております。 

 (4) 退職給付引当金 

   従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に基づ

き、当事業年度末において発生していると認められ

る金額を計上しております。 

   数理計算上の差異については、各事業年度の発生

時における従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数(５年)による定額法により按分した額をそれぞ

れ発生の翌事業年度から費用処理しております。 

 （会計処理の変更） 

   従来、実際運用収益が期待運用収益を超過したこ

と等による数理計算上の差異の発生又は給付水準を

引き下げたことによる過去勤務債務の発生により、

年金資産が企業年金制度に係る退職給付債務を超え

ることとなった場合における当該超過額（以下「未

認識年金資産」という）は「退職給付に係る会計基

準注解」（注１）１により資産及び利益として認識

しておりませんでしたが、平成17年３月16日付で

「退職給付に係る会計基準」（企業会計審議会平成

10年６月16日）の一部が改正され、早期適用により

当事業年度に係る財務諸表についても未認識年金資

産を資産及び利益として認識することが認められま

した。これに伴い、「『退職給付に係る会計基準』

の一部改正に関する適用指針」（企業会計基準適用

指針第７号平成17年３月16日）を適用し、当事業年

度から未認識年金資産を数理計算上の差異として費

用の減額処理の対象としております。これにより前

払年金費用が5,223千円増加し、経常利益及び税引

前当期純利益が各々同額増加しております。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

   役員の退職慰労金の支払に備えるため、内規に基

づく期末要支給額を計上しております。 

 (5) 役員退職慰労引当金 

同左 

７ リース取引の処理方法 

  リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によって

おります。 

 

 

７ リース取引の処理方法 

同左 
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第52期 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第53期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

８ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

   繰延ヘッジ処理によっております。なお、通貨ス

ワップ及び為替予約について振当処理の要件を満た

している場合には振当処理を採用しております。 

８ ヘッジ会計の方法 

 (1) ヘッジ会計の方法 

同左 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

   当期にヘッジ会計を適用したヘッジ手段とヘッジ

対象は以下のとおりであります。 

   ヘッジ手段…通貨スワップ及び為替予約 

   ヘッジ対象…商品輸入による外貨建仕入債務及び

外貨建予定取引 

 (2) ヘッジ手段とヘッジ対象 

同左 

 (3) ヘッジ方針 

   当社は、社内規程に基づき、為替変動リスクをヘ

ッジしております。 

 (3) ヘッジ方針 

同左 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

   ヘッジ対象の相場変動又はキャッシュ・フロー変

動の累計とヘッジ手段の相場変動又はキャッシュ・

フロー変動の累計とを比較し、その変動額の比率に

よって有効性を評価しております。 

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左 

９ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理 

   税抜方式を採用しております。 

９ その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項

  消費税等の会計処理 

同左 
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注記事項 

(貸借対照表関係) 
 

第52期 
(平成17年１月31日) 

第53期 
(平成18年１月31日) 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 2,120,597千円
 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額 2,301,039千円
 

※２ 保険差益による圧縮額35,813千円を取得価額より

直接減額しております。 

※２ 保険差益による圧縮額35,813千円を取得価額より

直接減額しております。 

※３ 繰延ヘッジ損益の総額 

繰延ヘッジ利益 396,275千円

繰延ヘッジ損失 △84,105千円
 

※３ 繰延ヘッジ損益の総額 

繰延ヘッジ利益 19,318千円

繰延ヘッジ損失 △2,701千円
 

 ４ 保証債務等 

   関係会社の金融機関に対する債務に対して、次の

とおり債務保証を行っております。 

スタイリンク株式会社 37,962千円

 (366千米ドル) 
 

 ４ 保証債務等 

   関係会社の金融機関に対する債務に対して、次の

とおり債務保証を行っております。 

スタイリンク株式会社 41,472千円

 (352千米ドル) 
 

※５ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 

 普通株式 24,200,000株

発行済株式総数 

 普通株式 7,645,800株
 

※５ 授権株式数及び発行済株式総数 

授権株式数 

 普通株式 24,200,000株

発行済株式総数 

 普通株式 7,917,800株
 

※６ (配当制限) 

   商法施行規則第124条第３号に規定されている時

価を付したことにより増加した純資産額は、

1,131,810千円であります。 

 ６ (配当制限) 

   商法施行規則第124条第３号に規定されている時

価を付したことにより増加した純資産額は、

4,402,559千円であります。 

※７ 会社が保有する自己株式 

普通株式 190株
 

※７ 会社が保有する自己株式 

普通株式 190株
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(損益計算書関係) 
 

第52期 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第53期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

※１ 生産管理費の内訳は次のとおりであります。 

人件費 377,424千円

経費 180,391千円
 

※１ 生産管理費の内訳は次のとおりであります。 

人件費 398,674千円

経費 267,114千円
 

※２         ――― ※２ 他勘定振替高は、販売政策の変更に伴う在庫評価

の見直しに係る損失を商品評価損44,047千円とし

て特別損失に計上しております。 

※３ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

受取利息 11,544千円

業務受託料 27,255千円
 

※３ 各科目に含まれている関係会社に対するものは、

次のとおりであります。 

業務受託料 49,058千円
 

※４         ――― ※４ 前期損益修正益の内訳は、次のとおりでありま

す。 

過年度退職給付費用修正額 23,623千円

過年度会員権評価損修正額 28,400千円

計 52,023千円
 

※５ 役員退職慰労引当金戻入益は、役員退職慰労金に

関する内規の改訂に伴う期首引当金残高の超過額

の戻入であります。 

※５         ――― 

※６         ――― ※６ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

車両及び運搬具 607千円

無形固定資産（その他） 168千円

計 775千円
 

※７ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物 4,167千円

構築物 2,412千円

工具器具及び備品 495千円

撤去費用 2,292千円

計 9,368千円
 

※７ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりでありま

す。 

建物 14,989千円

構築物 24千円

工具器具及び備品 2,061千円

長期前払費用 1,050千円

撤去費用 26,282千円

計 44,408千円
 

※８ 特別退職金は、デザイナー職種の従業員につい

て、１年ごとの年俸契約制へ移行した際に退職金

を精算したことによる支出額であります。 

※８ 特別退職金は、転籍した従業員について、割増退

職金を支給したことによる支出額であります 

※９         ――― ※９ 関係会社支援損は、ノーツ株式会社の債務超過を

解消するために実施したデッド エクイティ ス

ワップ方式による同社に対する貸付金の現物出資

に伴う損失であります。 
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(リース取引関係) 
 

当社は、ＥＤＩＮＥＴによる開示を行いますので、記載を省略しております。 

 

 

(有価証券関係) 
第52期(平成17年１月31日) 

   子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 

第53期(平成18年１月31日) 

   子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。 
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(税効果会計関係) 
 

 

第52期 
(平成17年１月31日) 

第53期 
(平成18年１月31日) 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 (繰延税金資産) 

  貸倒引当金 700千円

  賞与引当金 59,726千円

  退職給付引当金 352,403千円

  役員退職慰労引当金 114,819千円

  未払事業税 68,423千円

  未払費用 70,076千円

  棚卸資産評価損 14,619千円

  会員権評価損 69,586千円

  有価証券評価損 25,363千円

  その他有価証券評価差額金 16,813千円

  前払費用 4,801千円

  その他 10,530千円

 繰延税金資産小計 807,863千円

 評価性引当額 △2,554千円

 繰延税金資産合計 805,309千円

 (繰延税金負債) 

  前払年金費用 △18,700千円

  その他有価証券評価差額金 △788,804千円

 繰延税金負債合計 △807,504千円

 繰延税金負債の純額 △2,195千円
  

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳 

 (繰延税金資産) 

  貸倒引当金 800千円

  賞与引当金 60,411千円

  退職給付引当金 398,089千円

  役員退職慰労引当金 127,345千円

  未払事業税 15,591千円

  未払費用 72,863千円

  棚卸資産評価損 69,197千円

  会員権評価損 39,428千円

  有価証券評価損 25,553千円

  その他有価証券評価差額金 13,497千円

  前払費用 6,491千円

  関係会社支援損 324,399千円

  その他 9,632千円

 繰延税金資産小計 1,163,304千円

 評価性引当額 △326,954千円

 繰延税金資産合計 836,349千円

 (繰延税金負債) 

  前払年金費用 △16,110千円

  その他有価証券評価差額金 △1,733,832千円

  デリバティブ評価益 △1,282,587千円

 繰延税金負債合計 △3,032,531千円

 繰延税金負債の純額 △2,196,181千円
  

(注) 当事業年度における繰延税金負債の純額は、貸借

対照表の以下の項目に含まれております。 

  流動資産－繰延税金資産 222,319千円

  固定負債－繰延税金負債 △224,515千円
 

(注) 当事業年度における繰延税金負債の純額は、貸借

対照表の以下の項目に含まれております。 

  流動負債－繰延税金負債 △1,052,841千円

  固定負債－繰延税金負債 △1,143,340千円
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 41.8％

(調整) 

 交際費等永久に損金に算入されない 
 項目 

1.2％

 受取配当金等永久に益金に算入され 
 ない項目 

△0.2％

 住民税均等割 0.3％

 ＩＴ投資促進特別税額控除 △0.2％

 評価性引当額の計上による 
 期末繰延税金資産の減額修正 

0.1％

 その他 0.1％

 税効果会計適用後の法人税等の負担 
 率 

43.3％

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 40.5％

(調整) 

 交際費等永久に損金に算入されない 
 項目 

1.0％

 受取配当金等永久に益金に算入され 
 ない項目 

△0.2％

 住民税均等割 0.2％

 ＩＴ投資促進特別税額控除 △0.3％

 当期発生一時差異の税効果未認識 10.4％

 その他 △0.1％

 税効果会計適用後の法人税等の負担 
 率 

51.6％
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(１株当たり情報) 
 

第52期 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第53期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

１株当たり純資産額 3,123円97銭 １株当たり純資産額 3,387円22銭

１株当たり当期純利益 166円84銭 １株当たり当期純利益 192円65銭

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益 

159円58銭

 

潜在株式調整後１株当たり当期純
利益 

187円92銭

 
(注) １株当たり当期純利益及び潜在株式調整後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。 

 
第52期 

(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第53期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

１株当たり当期純利益 

 当期純利益(千円) 1,213,668 1,506,807

 普通株主に帰属しない金額(千円) 10,000 10,000

（うち役員賞与）（千円） (10,000) (10,000)

 普通株式に係る当期純利益(千円) 1,203,668 1,496,807

 普通株式の期中平均株式数(株) 7,214,409 7,769,505

潜在株式調整後１株当たり 
当期純利益 

 当期純利益調整額(千円) ― ―

 普通株式増加数(株) 328,264 195,452

 （うち旧商法第280条ノ19第１項 
  の規定に基づく新株引受権(株)) 

(133,312) (116,027)

 （うち新株引受権付社債の新株引 
  受権(株)) 

(194,951) (79,425)

希薄化効果を有しないため、潜在株

式調整後１株当たり当期純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

――― ――― 
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(後発事象) 
 

第52期 
(自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日) 

第53期 
(自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日) 

 通貨オプション取引契約の締結について 

 平成17年２月26日開催の取締役会の決議に基づき、平

成17年３月９日に外貨建仕入債務に係る為替相場の変動

リスクを回避する目的で株式会社ＵＦＪ銀行と通貨オプ

ション取引契約を締結いたしました。 

 なお、今後は契約期間にわたり各期末における時価評

価差額を損益計算書に計上することとなります。 

          ――――― 

(1) 行使期間 

  平成18年２月１日から平成26年１月６日の８年間 

 

(2) 契約総額 

  144,000千米ドル （毎月1,500千米ドル) 

 

 
 

 

 

７．当期における発行済株式数の増加

 新株発行による増加 

発行形態 年月日 
発行株式数

(株) 

発行価格 

（円） 

資本組入額

（円） 

資本組入額の

総額（千円）

新株引受権付社債の新株引

受権の行使 

平成17年２月１日
～ 

平成18年１月31日
250,000 1,000 500 125,000

旧商法第280条ノ19第１項に

基づく新株引受権の行使 

平成17年２月１日
～ 

平成18年１月31日
22,000 1,250 625 13,750
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８．役員の異動（平成18年４月25日付予定） 
 

※（  ）内は現職 

1. 新任取締役候補 
取締役カットソーDIV・ 
ニット＆ブラウスDIV・マーケティン
グ室担当 

鈴木 英司 カットソーDIV・ニット＆ブ
ラウスDIV・マーケティング
室担当部長 

   

取締役新規事業開発担当 檜皮 和彦 当社顧問 

ノーツ㈱代表取締役社長 

ジュンコ シマダ ジャパン㈱
代表取締役会長 

   

社外取締役 

(注）大爺正博氏は、商法第188条第

２項第７号の２に規定する社外取締

役であります。 

大爺 正博 三井生命保険株式会社常務執
行役員東京営業本部長 
 ただし、平成18年３月31日
付で同社を退社し、平成18年
４月１日付で、三生収納サー
ビス株式会社代表取締役社長
及び株式会社ビジネスエイジ
ェンシー代表取締役社長に就
任予定 

 

2. 退任予定取締役 

 廣井 洋 常務取締役経営企画室長 

   

 
丸尾 裕之 

取締役ワン＆ハーフDIV・ 
婦人服DIV担当 

 

3. 昇格 

常務取締役管理部門統括兼人事部長 曽我 孝行 
取締役管理部門統括兼人事部
長 

 

4. 新任監査役候補 

常勤監査役 廣井 洋 常務取締役経営企画室長 

  (注）現在常勤監査役である森茂隆氏は、非常勤監査役へ異動の予定であります。 

 

5. 退任予定監査役 

 秋田 英夫 非常勤監査役 

 

以上 
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