
１．平成18年１月期の連結業績（平成17年２月１日～平成18年１月31日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  16円41銭 

※ 業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 

実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは異なる結果となる可能性があります。 

平成18年１月期 決算短信（連結） 
平成18年３月24日

会社名 ＣＨＯＹＡ株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 

コード番号 3592 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.choyashirt.com/) 

代表者 役職名 取締役社長 

  氏名 田中 秀幸 

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長 

  氏名  中村 俊明 ＴＥＬ  （03）3662－2281 

決算取締役会開催日 平成18年３月24日 

親会社等の名称 日清紡績株式会社（コード番号：3105） 親会社等における当社の議決権所有比率 59.7％ 

米国会計基準採用の有無 無 

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

18年１月期 11,849 (  5.5) △50 ( － ) △85 ( － )

17年１月期 11,232 (△28.2) △1,143 ( － ) △1,247 ( － )

 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

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年１月期 53 ( － ) 2 91 2 15 5.1 △0.8 △0.7

17年１月期 △1,712 ( － ) △117 65 － － － △9.9 △11.1

（注）①持分法投資損益 18年１月期 －百万円 17年１月期 －百万円

   ②期中平均株式数（連結） 18年１月期 18,249,193株 17年１月期 14,575,809株

③会計処理の方法の変更 無 

④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、対前期増減率であります。 

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 

 百万円 百万円 ％ 円 銭

18年１月期 11,224 1,109 9.9 △76 25

17年１月期 11,561 1,013 8.8 △81 54

（注）期末発行済株式数（連結） 18年１月期 18,248,516株 17年１月期 18,249,613株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 
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

18年１月期 26 △95 △559 2,574

17年１月期 △1,262 931 2,236 3,192

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 ７社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

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

 売上高 経常利益 当期純利益 

  百万円 百万円 百万円

中間期 6,350  120  280  

通 期 12,200  130  300  

(連1)



１．企業集団の状況 

 当社グループ（ＣＨＯＹＡ株式会社および子会社）は、親会社である日清紡績株式会社の企業集団に属しており、当

社および子会社７社で構成されています。事業内容並びに親会社および当社グループの当該事業に係る位置付けは、次

のとおりであります。 

衣料品の製造および販売 

 当社および上海蝶矢時装有限公司が紳士ドレスシャツ（ワイシャツ）、カジュアルウェア、レディースウェアの

製造・販売を行っているほか、高山ＣＨＯＹＡソーイング㈱が当社のドレスシャツの委託加工、また、アリエスク

ロージング平戸㈱は、メンズスーツ等の委託加工を行っております。ＣＨＯＹＡタケナカ㈱は、オーダーシャツの

製造・販売を行っております。 

 また、親会社の日清紡績㈱より当社製商品の材料を商社経由（一部は直接）で仕入れております。 

土地建物賃貸・物流業務 

 アリエス㈱は土地建物の賃貸等を行っており、永田倉商㈱および枚方物流㈱は物流業務を行っております。 

 上記の事項について、事業系統図を示すと次のとおりであります。 

 ※ 子会社である永田倉商㈱は、平成18年３月31日解散予定であります。 

製品

【連結子会社】(不動産賃貸会社） 

【連結子会社】(物流会社) 
物流委託・倉庫賃貸

【連結子会社】(製造・販売会社) 商品

アリエスクロージング平戸㈱ 

製品

商 社

製 品 

倉庫賃貸

【連結子会社】(物流会社) 

【連結子会社】(製造会社) 

製造委託

製品

製造委託

ア  リ  エ  ス  ㈱ 

【親会社】 

日    清    紡    績    ㈱ 商 社材料 材料

材料
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【連結子会社】(製造会社) 
製品 

メーカー 

製造委託 

製 品

製品加工

物流委託

製造委託

製 品 

製商品 

【連結子会社】(製造・販売会社) 

Ｃ Ｈ Ｏ Ｙ Ａ タ ケ ナ カ ㈱ 

高山ＣＨＯＹＡソーイング㈱ 

枚  方  物  流  ㈱ 

※  永  田  倉  商  ㈱ 

上 海 蝶 矢 時 装 有 限 公 司 
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２．経営方針 

(１)会社の経営の基本方針 

 当社は、ドレスシャツのリーディング・カンパニーとして１８８６年（明治１９年）創業以来、品質と積極的なフ

ァッション提案で市場のニーズと信頼を培ってまいりました。今後とも皆様の衣生活における快適環境の実現に貢献

するファッション企業グループめざして取り組んでまいります。 

(２)会社の利益配分に関する基本方針 

 当社の配当額の決定につきましては、株主各位への安定的な利益還元を重要政策として認識していますが、「新中

期計画」を策定しこれを実行することにより経営財務体質の強化と業績の改善を達成し、配当性向等を考慮した利益

還元を行い、株主各位のご期待にそえるよう努力してまいります。 

(３)投資単位の引き下げについて 

 当社は、株式の投資単位の引き下げにつきましては、個人投資家の株式買付けを容易にし、株式の流動性の向上と

投資層の拡大が期待できる等、数々のメリットにつき強く認識しておりますので、今後の市場の要請等十分勘案して

対処してまいります。 

(４)目標とする経営指標及び中長期的な会社の経営戦略 

 当社の経営指標は、安定的な売上成長と売上高営業利益率の向上を目標としており、策定いたしました「新中期経

営計画」の目標である黒字化の定着化に向けて現在その計画を達成のため全社一丸となり邁進しております。 

 当該計画の主な内容は、次のとおりであります。 

(イ)営業力・企画力の強化 

 商品企画部門、営業部門に人材を投入し、ブランドの集約化と自社ブランド拡大を通じて販売の効率化と売り上

げ増を図り、得意先の顧客ニーズに合うブランド展開、商品構成の見直しによる前売り強化への取り組みを行いま

す。 

(ロ)原価率の低減および経費削減 

 国内、海外工場の整理再編による海外生産体制を強化し、原価率の改善とともに全社あげての営業コストの削減

と委託先の見直しによる物流費の削減を実施していきます。 

(ハ)組織の活性化と運営・管理体制の強化 

 「活力があり」「スピード経営に対応する」効率的な会社運営を図るため、適正な人員の配置転換等を行い組織

の活性化と各部門の効率的運営・管理体制の強化を行います。 

(ニ)子会社、生産・物流拠点の整理・再編 

 業務の見直しや生産の国内縮小、海外強化などによるグループ内事業拠点の整理等グループ事業規模に見合った

生産・物流拠点の整理・再編を行っていきます。 

(５)会社の対処すべき課題 

 当企業集団を取り巻く今後の経済環境は、景気の回復基調が予想されるとはいえ原油高・円安が続きますと、材料

調達コストの高騰による企業業績圧迫懸念があります。個人消費は、国内株式市場の伸張や雇用情勢の改善により回

復が期待されますが先行き不安感が拭いきれず依然として不透明であり、企業は今後とも変化する消費構造に対応を

迫られています。 

 このような状況のなかで、当企業集団は、黒字化の定着化を図るため策定した「新中期経営計画」により以下の施

策を推進いたします。  

 営業面につきましては、営業部員の新規採用による営業力強化、商品企画部門との連携により百貨店取引を強化し

得意先の顧客ニーズにマッチした商品開発によりシェアアップを図ってまいりますが、今期はＧＭＳ部門、オーダー

シャツ部門およびカジュアルウエア部門も強化してまいります。また事業フィールドを既存のチャネル以外の直営シ

ョップ、インターネット販売にも広げ積極的な営業活動を行ってまいります。 

(連3)



 原価改善、経費削減につきましては、海外生産比率をさらに高め、仕入先との取引条件の改善、材料調達先、外注

コストの見直しによる原価改善をさらに進め、選択と集中によるブランドの集約化と自社ブランドの育成・拡大を図

り、得意先非効率催事の見直し、ファッション・アドバイザーの効率的再配置、物流業務の再構築等により営業コス

トの削減に取り組んでまいります。 

 管理面につきましては、引き続き業務の見直しおよび組織改革、生産・物流拠点の再編を行い、経営資源の効率的

活用を推進してまいります。また製造、販売の連携を密にし、きめの細かい販売・発注計画により在庫回転率をあ

げ、在庫の評価は製造年度から経過年数に応じて評価減を行うルールを取り入れ、財務体質の健全化を図ってまいり

ます。 

 以上の施策により確実に利益を生み出せる強固な体質づくりをめざして、黒字化の定着化を図るべく鋭意努力を重

ねて計画達成に向け邁進する所存であります。 

(６)コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 

(イ）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社グループは、コーポレート・ガバナンスを、重要経営課題の一つとして位置づけ、企業価値の拡大のため、

法令順守（コンプライアンス）体制の整備とそれを実施する会社機関を通じて企業経営の透明性と健全性の向上を

図り、経営管理・監査機能の強化等に取り組んでおります。 

(ロ）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

① 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の状況 

(ａ)会社機関の内容 

・取締役会を最高の業務執行に関する意思決定機関として位置付け、経営の基本方針、法令で定められた事項、そ

の他重要な取締役会付議事項につき決定するとともに業務執行の監督を行っています。取締役会は、毎月開催を原

則とし、必要に応じて随時開催しております。 

・また当社は監査役制度を採用しております。現在３名で社内監査役１名・社外監査役２名であります。社外監査

役２名は「株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律」第１８条１項に定める社外監査役であります。監

査役は、常に取締役会に出席し、適宜、意見の表明を行い、企業集団の状況の把握および監査を行なっておりま

す。 

・毎月部長会を開催し、管理、営業、商品企画、生産各部の現場責任者が審議・検討した諸問題を政策としてまと

め、すみやかに取締役会に諮り決定するシステムとなっております。 

・内部監査につきましては、監査室による社内監査および子会社監査を行っております。 

 

(ｂ)内部統制システムの整備の状況 

 当社の内部統制といたしましては、定款、法令、経営基本諸規程及び経営組織諸規程等に基づき、取締役会が業

務執行の監督を行っています。業務組織として営業本部と企画部、生産部、管理組織として管理部の組織があり各

組織がそれぞれ相互牽制組織として機能しております。社内監査組織として監査室が各本部、部の業務及び子会社

業務の内部監査を行っています。監査役は、常に取締役会に出席し、適宜、意見の表明を行い、企業集団の状況の

把握および監査を行なっております。 

  

(ｃ)リスク管理体制の整備 

 組織及び関係者の人命・資産・事業活動が危機に直面し、組織の運営を深刻な状況に至らしめ 

るおそれがあり、緊急の行動をとる必要があると判断される事態に対応するために次のような規定を制定し社長の

もとに管理者、統括責任者、委員会等を置き社内体制を整備しています。 

１)大規模地震等発生の場合には、危機管理指針により対応する。 

２)以下の緊急事態の場合には、各規定により対応する。 

・情報システム関連は、情報システム管理規定による。 

・個人情報漏洩関連は、個人情報保護規定による。 

・企業秘密漏洩関連は、営業秘密管理規定による。 

・インサイダー情報関連は、インサイダー情報管理規定による。 

(連4)



(ｄ)内部監査及び監査役監査、会計監査の状況 

１)当社の内部監査の状況 

 社長直轄の監査室員１名が年間監査計画を立て、当社内及び子会社監査を監査役との連携により行っています。

２)監査役監査の状況 

 監査役３名は年間監査計画に基づき業務監査、取締役業務執行についての監査を行っています。 

３)会計監査の状況 

 当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、川村博、中井新太郎であり監査法人トーマツに所属しておりま

す。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士６名、会計士補３名であり当社の会計監査業務を監査役と連

携をとり執行しております。 

 

② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係 

  当社は、社外取締役は選任しておりません。 

  監査役は現在３名で社内監査役１名、社外監査役２名であります。社外監査役２名は「株式会社の監査等に関す

る商法の特例に関する法律」第１８条１項に定める社外監査役であります。社外監査役２名のうち鵜澤靜は、親会

社の日清紡績株式会社常務取締役、正井興男は、当社第２位株主の野村殖産株式会社常務取締役であります。 

 

③ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

・コンプライアンスについての考え方、コンプライアンス体系・行動指針等を内容とする「コンプライアンスガイ

ド」を公布し、幹部社員への教育を行いました。 

・毎月部長会を開催し会社諸問題につき審議・検討を行い社内組織の改革、社内ルールの見直し等を提案し、取締

役会で決定のうえ実施いたしました。 

・監査室による本社、工場および子会社の監査を適宜行い、子会社の管理体制の効率化を図りました。 

・株主への説明責任強化のためにホームページに事業報告書、決算短信、有価証券報告書などタイムリーに掲載い

たしました。 

・顧問弁護士からコンプライアンスについての諸問題につき適宜助言を受けております。 

  なお、当社の業務執行及び監査に係る経営管理組織、その他コーポレート・ガバナンス体制、内部統制、リスク

管理体制に関する体制の概要は、以下のとおりであります。  

 報告 

  管理･監査

 報告  

  内部監査

助言  

  相談  
  業務監査

  会計監査

  報告･連携 

選任･解任選任･解任

監
督

選
任

提
言

提
案

指
示 

指
示 

株 主 総 会 

取 締 役 会 監 査 役 会 

代表取締役社長 

部 長 会 

各事業部及び子会社 

監 査 室 

リスク管理委員会等 

会
計
監
査
人 

選任･解任 

弁
護
士
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  （７）親会社等に関する事項 

 ①親会社等 

    （注）親会社等の議決権所有割合欄の（ ）内は、間接被所有割合で内数である。 

 

 ②親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社との関係 

   当社は親会社である日清紡績株式会社を中核とした日清紡績株式会社グループに属しております。日清紡績

  株式会社グループは、繊維、ブレーキ、紙製品、化成品、メカトロニクス、エレクトロニクス、不動産等の事

  業を営んでおり、当社は、繊維事業の中の衣料製品の製造販売に係る事業を担当しております。 

 

 ③親会社との取引に関する事項につきましては、日清紡績株式会社より当社製商品の材料を商社経由（一部直 

  接）で仕入れております。  

  （８）内部管理体制の整備・運用状況 

     当社は、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの一環として内部管理体制強化のための牽制組織 

  の整備を図っております。 

  （イ）内部管理体制の強化のための牽制組織 

   当社は、社長直属の社内監査組織として監査室を設置し、社内、子会社の監査を行っております。 

  （ロ）組織上の業務部門及び管理部門の配置状況 

   当社は、全社管理の部門として管理部、営業・販売部門として営業本部、商品企画部門として企画部、生産 

     部門として生産部の各本部、各部が自立と協調により相互牽制組織としての運営がなされております。 

  （ハ）社内規定の整備状況 

     社内諸規定の整備につきましては、経営組織諸規程を整備し権限の所在と承認のルールを定め、また新法令 

   に対応した個人情報保護規定、情報システム管理規定などの規程制定と社内管理体制の確立と社内教育を進め 

   ております。業務過程の内部管理については、不断に変化する社内外の状況に対応するため業務改善や業務見 

   直しによる社内業務規程の見直しを今後とも行い、社内管理体制の整備を進めてまいります。 

  （ニ）内部管理体制の充実に向けた取組み 

  ・新法令等に基づき以下の規程を制定いたしました。 

   個人情報保護憲章、個人情報保護規定、情報システム管理規定、育児・介護休職規程 

   インサイダー情報管理規定 

  ・個人情報保護規定に基づき個人情報管理台帳の整備と監査を行いました。 

  （９）その他、会社の経営上重要な事項 

   該当事項はありません。 

親会社等 属性 親会社等の議決権
所有割合(％) 

親会社等が発行する株券が上
場されている証券取引所等 

日清紡績株式会社 親会社 
59.7 

(－) 

株式会社東京証券取引所 

市場第一部 
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３．経営成績及び財政状態 
経営成績 

(１)営業成績 

 当連結会計年度における我が国経済は、原油高・円安となりましたが企業業績は改善しつつあり、景気は穏やか

な回復基調にあります。個人消費は、日経平均株価の伸張や雇用情勢の改善に伴う消費マインドの好転から明るさ

が見えてきましたが、税金や社会保障費の負担増など先行き不安感が依然としてあり、メーカー・小売業等は急激

に変化している消費構造の早急な対応を迫られております。 

 アパレル業界におきましては、低価格衣料品が定着する一方で景気回復基調のなか高額商品の売れ行き拡大など

市場の多層化が顕著になりつつあり、これに対応すべく企業は事業の選択と集中のため経営資源の効率配分を行

い、いかにして市場で競争に打ち勝ち企業の収益を上げるかが急務となっております。このような状況のなか、昨

年６月より政府主導で始まりました地球温暖化防止策クールビズのキャンペーンにより市場には新たな需要が生ま

れ、昨年１０月からのウォームビズと相俟って今後のビジネスでのスタイルを変えつつあります。 

 こうした厳しい経営環境のなか、当企業集団は、「新中期経営計画」に沿って業績の回復、向上のため懸命の努

力をしてまいりました。 

 当連結会計年度における売上高につきましては、個人消費の持ち直し、消費者ニーズに迅速かつ的確な対応を図

り、営業力・商品企画力の強化により、また夏物クールビズ関連商品の貢献もあって118億4千9百万円（前連結会

計年度比5.5％増）となりました。 

 損益面につきましては、売上高は増加し、販売費および一般管理費は減少したもののオーダー事業の原価率の悪

化、メンズスーツ等を取り扱う子会社のＯＥＭ受注の不振等もあり、営業損失5千万円（前連結会計年度は、営業

損失11億4千3百万円）、経常損失8千5百万円（前連結会計年度は、経常損失12億4千7百万円）となりました。当期

純利益は、特別利益に投資有価証券売却益1億1千3百万円等を計上したことにより5千3百万円（前連結会計年度

は、当期純損失17億1千2百万円）となりました。 

（ドレスシャツ部門） 

 ドレスシャツ部門は、春物の不振はありましたが、機能性やファッション性の高い豊富なブランド提案と素材開

発商品を商材に取引先との取組みの強化を行い、加えて夏物クールビズ関連商品の売上げ増により売上高は110億5

千7百万円（前連結会計年度比5.2％増）となりました。 

（カジュアルウエア部門） 

 カジュアルウエア部門では、前期下期より投入いたしました「チェスター・バリー」ブランドの得意先展開店舗

が増えてきたことから、売上高は4億4千5百万円（前連結会計年度比63.6％増）となりました。 

（メンズスーツ等部門） 

 メンズスーツ等部門はＯＥＭ商品の受注減により売上高は3億3千4百万円（前連結会計年度比24.6％減）となり

ました。 

（レディースウエア部門） 

 レディースウエア部門は、一部ショップ用アイテムとしての取り扱いを増やしましたので売上高は1千1百万円

（前連結会計年度は2百万円）となりました。  

(２)次期業績見通し 

 次期業績見通しにつきましては、景気の回復基調が予想されるとはいえ個人消費は依然として不透明であり、そ

れに対応するため人員投入による営業強化と商品企画部門との連携による百貨店取引の強化とともにＧＭＳ部門、

オーダーシャツ部門、カジュアルウエア部門の強化を図り売上高は122億円を見込んでおります。 

経常利益につきましては、原価削減をさらに進め、得意先非効率催事の見直し、ファッション・アドバイザーの効

率的再配置、物流業務の再構築等営業経費の削減により経常利益1億3千万円、当期純利益は、特別利益に固定資産

売却益を計上予定のため3億円を見込んでおります。 
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財政状態 

 財政状態につきましては、厳しい経営環境に即応して、迅速機敏な財務行動を図る必要があります。特に、アパ

レル業界におきましては、消費動向の変化に敏感に対応できる企業構築には財務の役割は最重要課題であり、同業

他社との激しい競争に生き残り、将来の事業チャンスを捉えて堅実な発展を遂げるためには、財務体質の健全化が

急務であると認識しております。 

(１）キャッシュ・フロー 

 当連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は、前連結会計年度

に比べ6億1千8百万円減少し、25億7千4百万円（前連結会計年度比19.4％減）となりました。 

これは主に、税金等調整前当期純利益が4千6百万円であり、たな卸資産は減少したものの、売上債権の増加、短期

借入金・長期借入金の返済等によるものであります。 

（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2千6百万円（前連結会計年度は12億6千2百万円の支出）であり、これは主に、売

上債権の増加はあるものの、たな卸資産の減少等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） 

 投資活動の結果使用した資金は9千5百万円（前連結会計年度は9億3千1百万円の収入）であり、これは主に、無

形固定資産取得による支出であります。 

（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5億5千9百万円（前連結会計年度は22億3千6百万円の収入）であり、これは主

に、短期借入金・長期借入金の返済によるものであります。 

４．事業等のリスク 
 当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられ

る事項は、以下の通りであります。  

（１）個人消費および季節的要因の影響について 

 当社グループは、百貨店取引を中心としたドレスシャツ・カジュアルウエア等の製造・販売を行っておりますが、

個人消費の動向、冷夏・暖冬等の天候不順により、業績の影響を受ける可能性があります。 

（２）返品の影響について 

 当社グループは、百貨店取引における販売政策上、商品の返品が生じることがあります。よって、返品率等の変動

により、業績の影響を受ける可能性があります。 

 なお、当社グループでは、そのような返品に備えるため、会計上、返品調整引当金を計上しております。 
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５．連結財務諸表等 
(1）連結貸借対照表 

  
前連結会計年度 

（平成17年１月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年１月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減
（千円） 

（資産の部）        

Ⅰ 流動資産        

１．現金及び預金 ※１  3,376,758   2,772,070  △604,687

２．受取手形及び売掛金   1,973,889   2,354,986  381,097

３．有価証券   10,690   －  △10,690

４．たな卸資産   2,958,244   2,740,251  △217,992

５．繰延税金資産   1,517   33,346  31,829

６．その他   246,658   351,692  105,034

７．貸倒引当金   △11,582   △4,536  7,046

流動資産合計   8,556,175 74.0  8,247,811 73.5 △308,363

Ⅱ 固定資産        

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※１ 2,934,117   2,972,449   

減価償却累計額  1,768,747 1,165,369  1,844,655 1,127,793  △37,576

(2）機械装置及び運搬具  673,063   722,634   

減価償却累計額  548,339 124,723  595,206 127,427  2,704

(3）土地 ※１  953,687   959,337  5,650

(4）その他  166,045   176,511   

減価償却累計額  127,639 38,405  139,466 37,045  △1,360

有形固定資産合計   2,282,186 (19.8)  2,251,604 (20.0) △30,581

２．無形固定資産        

(1）連結調整勘定   19,056   －  △19,056

(2）その他   201,316   368,430  167,114

無形固定資産合計   220,372 (1.9)  368,430 (3.3) 148,058

３．投資その他の資産        

(1）投資有価証券   92,702   61,243  △31,459

(2）長期貸付金   130,000   －  △130,000

(3）その他   259,995   293,913  33,917

(4）貸倒引当金   △17,875   △17,617  258

投資その他の資産合計   464,822 (4.0)  337,539 (3.0) △127,282

固定資産合計   2,967,381 25.7  2,957,575 26.3 △9,806

Ⅲ 繰延資産        

新株発行費   37,950   18,975  △18,975

繰延資産合計   37,950 0.3  18,975 0.2 △18,975

資産合計   11,561,507 100.0  11,224,362 100.0 △337,145
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前連結会計年度 

（平成17年１月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年１月31日） 
対前年比

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

増減
（千円） 

（負債の部）        

Ⅰ 流動負債        

１．支払手形及び買掛金   2,262,493   2,303,323  40,830

２．短期借入金 ※１  5,571,672   5,255,000  △316,672

３. 一年以内返済予定の長期借
入金 

※１  184,504   52,000  △132,504

４．未払金   488,869   311,596  △177,272

５．未払法人税等   24,449   27,868  3,419

６．未払消費税等   11,869   80,735  68,866

７．繰延税金負債   58   －  △58

８．賞与引当金   40,708   50,608  9,899

９．返品調整引当金   255,987   223,790  △32,196

10．その他   293,742   377,950  84,207

流動負債合計   9,134,354 79.0  8,682,874 77.3 △451,479

Ⅱ 固定負債        

１．長期借入金 ※１  106,526   －  △106,526

２．繰延税金負債   114,889   119,001  4,111

３．退職給付引当金   957,546   1,034,589  77,042

固定負債合計   1,178,962 10.2  1,153,591 10.3 △25,371

負債合計   10,313,317 89.2  9,836,465 87.6 △476,851

        

（少数株主持分）        

少数株主持分   234,418 2.0  278,828 2.5 44,409

（資本の部）        

Ⅰ 資本金 ※２  4,594,441 39.7  4,594,441 40.9 －

Ⅱ 資本剰余金   2,499,891 21.6  － － △2,499,891

Ⅲ 利益剰余金   △6,080,242 △52.6  △3,527,562 △31.4 2,552,680

Ⅳ その他有価証券評価差額金   5,959 0.1  13,154 0.1 7,195

Ⅴ 為替換算調整勘定   6,998 0.1  42,835 0.4 35,836

Ⅵ 自己株式 ※３  △13,275 △0.1  △13,800 △0.1 △525

資本合計   1,013,772 8.8  1,109,068 9.9 95,296

負債、少数株主持分及び資
本合計   11,561,507 100.0  11,224,362 100.0 △337,145
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(2）連結損益計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

対前年比 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

金額（千円） 
百分比 
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅰ 売上高   11,232,617 100.0  11,849,212 100.0 616,594 

Ⅱ 売上原価 ※１  7,666,609 68.3  7,488,053 63.2 △178,556 

売上総利益   3,566,007 31.7  4,361,158 36.8 795,150 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２  4,709,704 41.9  4,411,521 37.2 △298,182 

営業損失   1,143,696 △10.2  50,362 △0.4 △1,093,333 

Ⅳ 営業外収益          

１．受取利息  3,981   2,952     

２．受取配当金  655   1,012     

３．受取販売手数料  21,797   24,794     

４．受取物流手数料  12,807   13,145     

５．生地売却代  18,787   －     

６．その他  62,215 120,245 1.1 37,519 79,424 0.7 △40,821 

Ⅴ 営業外費用          

１．支払利息  189,678   93,962     

２．新株発行費償却  21,935   18,975     

３．その他  12,641 224,255 2.0 2,087 115,025 1.0 △109,229 

経常損失   1,247,705 △11.1  85,963 △0.7 △1,161,741 

Ⅵ 特別利益          

１．前期損益修正益 ※３ －   13,910     

２．貸倒引当金戻入額  23,054   7,305     

３．固定資産売却益 ※４ 693,644   1,461     

４．投資有価証券売却益  1,896 718,596 6.4 113,468 136,146 1.1 △582,450 

Ⅶ 特別損失          

１．前期損益修正損 ※５ 3,513   －     

２．固定資産売却損 ※６ 18,722   1,795     

３．固定資産除却損 ※７ 24,596   587     

４．投資有価証券売却損  81,641   －     

５．投資有価証券評価損  －   1,341     

６．特別退職金  40,851   －     

７．大量退職に伴う退職給付
制度の一部終了損失 

※８ 65,699   －     

８．社債償還損  51,640   －     

９．商品評価損  596,253   －     

10．材料評価損  131,982   －     

11．減損損失 ※９ 133,494 1,148,394 10.2 － 3,724 0.0 △1,144,669 

税金等調整前当期純利益
又は純損失(△)   △1,677,503 △14.9  46,457 0.4 1,723,961 

法人税、住民税及び事業
税  31,240   15,698     

法人税等調整額  12,844 44,084 0.4 △32,714 △17,015 △0.1 △61,100 

少数株主利益又は少数株
主損失(△)   △8,704 △0.1  9,848 0.1 18,552 

当期純利益又は純損失
(△)   △1,712,884 △15.2  53,625 0.4 1,766,509 
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(3）連結剰余金計算書 

 （注）従業員奨励及び福利基金は、中華人民共和国所在の子会社が当該国の法令に基づいて設定したものであります。

  
前連結会計年度 

（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（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） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）      

Ⅰ 資本剰余金期首残高   2,024,043  2,499,891 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

 増資による新株の発行  2,499,891 2,499,891 － － 

Ⅲ 資本剰余金減少高      

１.資本準備金取崩高  523,637  2,499,891  

２.利益剰余金への振替額  1,500,405 2,024,043 － 2,499,891 

Ⅳ 資本剰余金期末残高   2,499,891  － 

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △6,390,704  △6,080,242 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

１. 当期純利益  －  53,625  

２. 資本準備金取崩高  523,637  2,499,891  

３. その他資本剰余金から
の振替額 

 1,500,405 2,024,043 － 2,553,516 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

１．当期純損失  1,712,884  －  

２．従業員奨励及び福利基
金（注） 

 697 1,713,581 836 836 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   △6,080,242  △3,527,562 
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
前連結会計年度 

（自 平成16年２月１日 

至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 

 （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） 金額（千円） 

Ⅰ 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

純損失(△) 
 △1,677,503 46,457 

減価償却費  159,548 163,189 

連結調整勘定償却費  19,056 19,056 

減損損失  133,494 － 

投資有価証券評価損  － 1,341 

投資有価証券売却益  △1,896 △113,468 

投資有価証券売却損  81,641 － 

貸倒引当金の減少額  △32,728 △7,305 

賞与引当金の増減(△)額  △19,042 9,899 

退職給付引当金の増加額  35,864 77,042 

返品調整引当金の減少額  △539,866 △32,196 

受取利息及び受取配当金  △4,637 △3,964 

支払利息  189,678 93,962 

固定資産売却益  △693,644 △1,461 

固定資産売却損  18,722 1,795 

有形固定資産除却損  24,596 587 

社債償還損  51,640 － 

売上債権の増(△)減額  1,740,221 △379,786 

たな卸資産の減少額  1,130,509 238,392 

仕入債務の増減(△)額  △1,192,309 40,314 

その他  △466,374 △7,611 

小計  △1,043,031 146,244 

利息及び配当金の受取額  4,651 3,965 

利息の支払額  △183,866 △91,829 

法人税等の支払額  △39,926 △31,876 

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー 
 △1,262,172 26,504 
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前連結会計年度 

（自 平成16年２月１日 

至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 

 （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） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フ

ロー 
   

定期預金の払戻による収入  13,786 9,416 

有形固定資産の取得による支

出 
 △105,149 △58,599 

有形固定資産の売却による収

入 
 903,872 6,888 

無形固定資産の取得による支

出 
 － △187,181 

投資有価証券の取得による支

出 
 △27,093 △26,319 

投資有価証券の売却による収

入 
 6,820 182,038 

投資有価証券の償還による収

入 
 20,988 － 

連結範囲の変更を伴う子会社

株式の売却による支出 
 ※１ △25,711 － 

貸付金の回収による収入  40,000 － 

その他  104,008 △21,854 

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー 
 931,523 △95,611 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フ

ロー 
   

短期借入れによる収入  2,170,000 620,000 

短期借入金の返済による支出  △1,852,328 △936,672 

長期借入れによる収入  188,000 － 

長期借入金の返済による支出  △2,153,004 △239,030 

増資による収入  4,942,855 － 

社債の償還による支出  △1,051,640 － 

自己株式の取得による支出  △3,831 △525 

少数株主への配当金の支払額  △3,304 △3,355 

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー 
 2,236,748 △559,582 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る換算

差額 
 △4,346 10,548 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減(△)

額 
 1,901,752 △618,140 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,290,391 3,192,143 

Ⅶ 現金及び現金同等物の期末残高  ※２ 3,192,143 2,574,003 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数             ７社 

連結子会社の名称 

高山ＣＨＯＹＡソーイング㈱ 

ＣＨＯＹＡタケナカ㈱ 

枚方物流㈱ 

永田倉商㈱ 

上海蝶矢時装有限公司 

アリエス㈱ 

アリエスクロージング平戸㈱ 

  

ニューハミルトン㈱は平成16年７月28日をもって清

算結了しておりますので、同日までの損益計算書を

連結しております。また、SAHA CHOYA CO.,LTD.

は、平成16年４月１日付で株式を売却したため、連

結の範囲より除外しております。 

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数             ７社 

連結子会社の名称 

高山ＣＨＯＹＡソーイング㈱ 

ＣＨＯＹＡタケナカ㈱ 

枚方物流㈱ 

永田倉商㈱ 

上海蝶矢時装有限公司 

アリエス㈱ 

アリエスクロージング平戸㈱ 

  

  

２．持分法の適用に関する事項 

持分法を適用している会社はありません。 

２．持分法の適用に関する事項 

同左 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社のうち上海蝶矢時装有限公司の決算日

は12月31日であります。 

連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在

の財務諸表を使用しております。 

３．連結子会社の事業年度等に関する事項 

同左 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他の有価証券 

時価のあるもの 

期末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） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 

① 有価証券 

その他の有価証券 

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 たな卸資産 

製品及び商品、仕掛品 

総平均法による原価法 

② たな卸資産 

製品及び商品、仕掛品 

同左 

原材料、貯蔵品 

先入先出法による原価法 

原材料、貯蔵品 

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

当社及び国内連結子会社は、定率法を、ま

た、在外連結子会社は当該国の会計基準に基

づく定額法を採用しております。ただし、当

社及び国内連結子会社は、平成10年４月１日

以降に取得した建物（附属設備を除く）につ

いては定額法を採用しております。なお、主

な耐用年数は以下のとおりであります。 

建物及び構築物         ２～50年 

機械装置及び運搬具       ３～10年 

工具器具及び備品        ２～20年 

(2）重要な減価償却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 

（ソフトウェア） 

当社及び国内連結子会社は、自社利用のソ

フトウェアについては、社内における見込

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 

（ソフトウェア） 

同左 

（その他の無形固定資産） 

当社及び国内連結子会社は、定額法を、ま

た、在外連結子会社は当該国の会計基準に

基づく定額法を採用しております。 

（その他の無形固定資産） 

同左 

③ 長期前払費用 

当社及び国内連結子会社は、定額法によって

おります。 

③ 長期前払費用 

同左 

(3）繰延資産の処理方法 

新株発行費 

当社は、繰延資産に計上し、商法施行規則で

定める最長の期間（３年）により毎期均等償

却しております。 

(3）繰延資産の処理方法 

新株発行費 

同左 

(4）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

当社及び国内連結子会社は、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検討し、回

収不能見込額を計上しております。 

(4）重要な引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

当社及び国内連結子会社は、従業員の賞与の

支給に備えるため、翌期支給見込額のうち当

期に帰属する額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 

当社は、返品による損失に備えるため、販売

した製品及び商品の返品見込額について、そ

の売買利益相当額を計上しております。 

③ 返品調整引当金 

当社及び一部の国内連結子会社は、返品によ

る損失に備えるため、販売した製品及び商品

の返品見込額について、その売買利益相当額

を計上しております。 
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前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

④ 退職給付引当金 

当社及び一部の国内連結子会社は、従業員の

退職給付に備えるため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年金資産の見込額に

基づき計上しております。 

なお、会計基準変更時差異（641,889千円）に

ついては、10年による按分額、また、過去勤

務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤

務期間以内の一定の年数（10年）による定額

法により費用処理しております。 

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生

時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会計年度から費用処

理することとしております。 

④ 退職給付引当金 

同左 

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準 

外貨建金銭債権債務は、期末決算日の直物為替

相場により、円貨に換算し、換算差額は損益と

して処理しております。なお、在外子会社等の

資産及び負債、収益及び費用は期末決算日の直

物為替相場により、円貨に換算し、換算差額は

少数株主持分及び資本の部における為替換算調

整勘定に含めております。 

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算

基準 

同左 

(6）重要なリース取引の処理方法 

当社及び国内連結子会社は、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。 

(6）重要なリース取引の処理方法 

同左 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価については、全

面時価評価法を採用しております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

同左 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 

連結調整勘定の償却については、５年間の均等償

却を行っております。 

６．連結調整勘定の償却に関する事項 

同左 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

連結剰余金計算書は、連結会社の利益処分及び損

失処理について、連結会計年度中に確定した利益

処分及び損失処理に基づいて作成しております。 

７．利益処分項目等の取扱いに関する事項 

同左 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

連結キャッシュ・フロー計算書における資金（現

金及び現金同等物）は、手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金可能であり、かつ、価

値の変動について僅少なリスクしか負わない取得

日から３ケ月以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

同左 

９．その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式

によっております。 

９．その他連結財務諸表作成のための重要な事項 

(1）消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

表示方法の変更 

追加情報 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

固定資産の減損に係る会計基準 

固定資産の減損に係る会計基準（「固定資産の減損に

係る会計基準の設定に関する意見書」(企業会計審議会

平成14年８月９日)）および「固定資産の減損に係る会

計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第６号 平

成15年10月31日）が当連結会計年度に係る連結財務諸

表から適用できることになったことに伴い、当連結会

計期間から同会計基準および同適用指針を適用してお

ります。これにより税金等調整前当期純損失は133,494

千円増加しております。なお、減損損失累計額につい

ては、改正後の連結財務諸表規則に基づき各資産の金

額から直接控除しております。 

          ────── 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

（連結損益計算書） 

「受取物流手数料」は、前連結会計年度まで、営業外

収益の「その他」に表示していましたが、当連結会計

年度において営業外収益の総額の100分の10を超えたた

め区分掲記しました。 

なお、前連結会計年度末の「受取物流手数料」は1,578

千円であります。 

          ────── 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

  当社グループは、前連結会計年度（平成16年１月

期）において債務超過となり、継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しておりました。当社は、当該状

況を解消すべく平成16年３月および５月に日清紡績株

式会社をはじめとした第三者割当増資を行い、債務超

過を解消いたしました。この増資により日清紡績株式

会社は当社の親会社となりました。さらに、平成17年

１月にも親会社である日清紡績株式会社を引受先とす

る第三者割当増資を行い、資本増強を図りました。 

 また、経営体制につきましては、日清紡績株式会社

および株式会社りそな銀行より役員の派遣を受け、体

制の刷新を図り平成18年１月期以降は黒字化の定着化

を図るべく「新中期経営計画」の目標達成に邁進して

おります。 

 従いまして、「継続企業の前提に重要な疑義を抱か

せる事象又は状況」は解消したものと判断しておりま

す。 

          ────── 
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注記事項 

（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（平成18年１月31日） 

※１．担保資産 

短期借入金1,045,000千円、一年以内返済予定の

長期借入金48,504千円及び長期借入金51,026千

円の担保に供している資産 

※１．担保資産 

短期借入金1,045,000千円の担保に供している資

産 

建物       713,785千円

土地 360,299 

建物        674,146千円

土地        360,299 

上記以外に前払式証票の規制等に関する法律に

基づいて、定期預金30,000千円を担保に供して

おります。 

上記以外に前払式証票の規制等に関する法律に

基づいて、定期預金30,000千円を担保に供して

おります。 

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式18,275,000株

及び優先株式5,000,000株であります。 

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式18,275,000株

及び優先株式5,000,000株であります。 

※３．当社が保有する自己株式の数は、普通株式25,387

株であります。 

※３．当社が保有する自己株式の数は、普通株式26,484

株であります。 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

※１．売上原価には、次が含まれております。 ※１．売上原価には、次が含まれております。 

返品調整引当金戻入額       795,853千円

返品調整引当金繰入額 255,987 

返品調整引当金戻入額        255,987千円

返品調整引当金繰入額        223,790 

※２．販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費のうち主な費目及び金額

は次のとおりであります。 

※２．販売費及び一般管理費 

販売費及び一般管理費のうち主な費目及び金額

は次のとおりであります。 

ロイヤルティ      539,382千円

販売促進費（人件費） 1,208,288 

運賃・荷造梱包費 467,207 

従業員給料・賞与 856,871 

賞与引当金繰入額 16,446 

退職給付引当金繰入額 213,287 

減価償却費 60,881 

ロイヤルティ        582,626千円

販売促進費（人件費） 1,130,956 

運賃・荷造梱包費        419,035 

従業員給料・賞与        769,680 

賞与引当金繰入額       27,472 

退職給付引当金繰入額        148,369 

減価償却費       86,074 

          ────── ※３．前期損益修正益の内容 

建物土地売却原価修正         13,910千円

※４．固定資産売却益の内容 ※４．固定資産売却益の内容 

土地    683,028千円

その他 10,615 

計 693,644 

建物及び構築物          1,180千円

その他       280 

計        1,461 

※５．前期損益修正損の内容           ────── 

長期前払費用（売場改装等

協賛金）の臨時償却 
      3,513千円

 

※６．固定資産売却損の内容 ※６．固定資産売却損の内容 

建物及び構築物      9,528千円

土地 7,607 

電話加入権 1,587 

計 18,722 

機械装置及び運搬具          1,767千円

その他      27 

計       1,795 
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前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

※７．固定資産除却損の内容 ※７．固定資産除却損の内容 

建物及び構築物       14,733千円

その他 9,862 

計 24,596 

機械装置及び運搬具            189千円

その他      397 

計       587 

※８．大量退職に伴う退職給付制度の一部終了損失の内

容 

 ＣＨＯＹＡ㈱信州工場を平成17年２月１日付で

連結子会社高山ＣＨＯＹＡソーイング㈱に移管す

ることに伴い発生した従業員の転籍等の大量退職

によるものであります。 

          ────── 

※９．減損損失の内容 

当社グループは、以下の資産について減損損失を

計上しました。 

   当社グループは、独立したキャッシュ・フローを

生み出す最小の単位を識別し、資産のグルーピン

グを行いました。 

上記資産は現在、連結子会社が生産設備等として

使用しておりますが、当該子会社は平成17年中を

目途に東京都江東区にある別の連結子会社の所在

地へ移転する旨の意思決定をしました。移転後の

当該資産は事業の用に供する予定がないため、帳

簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少額

133,494千円を減損損失として特別損失に計上しま

した。その内訳は建物30,618千円および土地

102,875千円であります。 

なお、回収可能価額は、正味売却価額により算定

しており、不動産鑑定評価額に基づいて評価して

おります。   

場所 用途 種類 

千葉県柏市 生産設備等 建物及び土地 

          ────── 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

※１．当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな

くなった会社の資産及び負債の主な内訳 

   株式の売却によりSAHA CHOYA CO.,LTD.が連結子会

社でなくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内

訳並びにSAHA CHOYA CO.,LTD.株式の売却価額と売却

による支出は次の通りであります。 

          ────── 

流動資産 221,696千円

固定資産 113,883 

流動負債 △74,703 

少数株主持分 △143,488 

為替換算調整勘定 5,729 

株式売却損 △81,641 

SAHA CHOYA CO.,LTD.株式の売却価額 41,476 

SAHA CHOYA CO.,LTD.現金及び現金同

等物 

△67,187 

差引 売却による支出 △25,711 

 

※２．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

※２．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係 

現金及び預金勘定 3,376,758千円

預入期間が３カ月を超える定期預金 △184,614 

現金及び現金同等物 3,192,143 

現金及び預金勘定  2,772,070千円

預入期間が３カ月を超える定期預金 △198,066 

現金及び現金同等物    2,574,003 
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① リース取引 

前連結会計年度 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

１．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 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

１．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 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械及び装置 94,108 62,314 31,793 

工具器具及び
備品 

154,603 66,697 87,905 

ソフトウェア 66,640 22,512 44,128 

合計 315,352 151,525 163,827 

 
取得価額相
当額 
（千円） 

減価償却累
計額相当額 
（千円） 

期末残高相
当額 
（千円） 

機械及び装置 53,700 29,528 24,171 

工具器具及び
備品 

144,158 78,392 65,766 

ソフトウェア 84,493 43,260 41,232 

合計 282,352 151,181 131,170 

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年以内      55,905千円

１年超 112,538 

合計 168,443 

１年以内      55,178千円

１年超 80,628 

合計 135,807 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

支払リース料      67,755千円

減価償却費相当額      62,327 

支払利息相当額      6,006 

支払リース料       62,813千円

減価償却費相当額            57,782 

支払利息相当額           5,051 

(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。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(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。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

          ────── 

２．オペレーティング・リース取引 

          ────── 
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② 有価証券 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３．時価評価されていない主な有価証券の内容 

４．その他有価証券のうち満期があるものの今後の償還予定額 

③ デリバティブ取引 

前連結会計年度（自 平成16年２月１日 至 平成17年１月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

 種類 

前連結会計年度（平成17年１月31日） 当連結会計年度（平成18年１月31日） 

取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額（千円） 
取得原価 
（千円） 

連結貸借対照
表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えるもの 

(1）株式 52,599 63,887 11,287 25,582 47,764 22,182 

(2）その他 10,305 10,690 384 － － － 

小計 62,905 74,577 11,672 25,582 47,764 22,182 

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの 

株式 16,575 15,337 △1,238 － － － 

小計 16,575 15,337 △1,238 － － － 

合計 79,481 89,914 10,433 25,582 47,764 22,182 

前連結会計年度 
（自平成16年２月１日 至平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自平成17年２月１日 至平成18年１月31日） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

売却額（千円） 
売却益の合計額 
（千円） 

売却損の合計額 
（千円） 

6,820 1,896 － 182,038 113,468 － 

種類 
前連結会計年度（平成17年１月31日） 当連結会計年度（平成18年１月31日） 

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式（店頭売買株式を

除く） 
13,478 13,478 

種類 

前連結会計年度（平成17年１月31日） 当連結会計年度（平成18年１月31日） 

１年以内 
（千円） 

１年超５年
以内 
（千円） 

５年超10年
以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

１年以内 
（千円） 

１年超５年
以内 
（千円） 

５年超10年
以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

その他         

投資信託 10,690 － － － － － － － 

合計 10,690 － － － － － － － 
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④ 税効果会計 

前連結会計年度 
（平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（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              （単位：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              （単位：千円） 

繰延税金資産   

繰越欠損金  4,330,857

たな卸資産評価損  380,428

退職給付引当金損金算入限度超過額  375,664

返品調整引当金繰入額  104,186

値引見込額  30,759

減損損失  54,332

その他  50,213

繰延税金資産小計  5,326,441

評価性引当額  △5,324,924

繰延税金資産合計  1,517

繰延税金負債   

評価差額  △113,903

その他  △1,045

繰延税金負債合計  △114,948

繰延税金負債の純額  △113,431

繰延税金資産   

繰越欠損金  4,331,973

たな卸資産評価損  24,094

退職給付引当金損金算入限度超過額  413,986

返品調整引当金繰入額  90,740

値引見込額  23,292

減損損失  54,189

その他  53,636

繰延税金資産小計  4,991,914

評価性引当額  △4,958,567

繰延税金資産合計  33,346

繰延税金負債   

評価差額  △113,556

その他  △5,445

繰延税金負債合計  △119,001

繰延税金負債の純額  △85,655

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳     （単位：％） 

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因

となった主要な項目別の内訳     （単位：％） 

法定実効税率  42.0

（調整）   

評価性引当額  △42.8

交際費等一時差異ではない項目  △0.1

住民税均等割  △0.7

当社と在外子会社の法定実効税率の

差異 

 
0.2

その他  △1.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率  △2.6

法定実効税率  40.7

（調整）   

評価性引当額  △106.3

交際費等一時差異ではない項目  6.0

住民税均等割  26.6

当社と在外子会社等の法定実効税率

の差異 

 
△3.4

その他  △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率  △36.6
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⑤ 退職給付 

１．採用している退職給付制度の概要 

当社（ＣＨＯＹＡ株式会社）は、退職金規定に基づく社内積立の退職一時金制度のほか、勤続10年以上、満

45歳以上対象に確定給付型の適格退職年金及び一時金制度を設けております。 

子会社の退職給付については、簡便法により算定しております。また、繰入額は、勤務費用に加算しており

ます。 

２．退職給付債務及びその内訳 

３．退職給付費用の内訳 

 （注）上記退職給付費用以外に、割増退職金として前連結会計年度に40,851千円を特別損失として計上しております。

  
前連結会計年度 

（平成17年１月31日） 
当連結会計年度 

（平成18年１月31日） 

  退職給付債務（千円） △1,601,182  △1,550,661  

  年金資産（千円） 246,681  282,511  

  未積立退職給付債務（千円） △1,354,501  △1,268,149  

  会計基準変更時差異の未処理額（千円） 286,217  238,514  

  未認識数理計算上の差異（千円） △3,194  △102,610  

  未認識過去勤務債務（債務の増額）（千円） 113,931  97,655  

  貸借対照表計上額純額（千円） △957,546  △1,034,589  

  退職給付引当金（千円） △957,546  △1,034,589  

  
前連結会計年度 

（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

退職給付費用   

  勤務費用（千円） 136,444 79,673 

  利息費用（千円） 40,244 29,714 

  期待運用収益（減算）（千円） 2,130 1,097 

  会計処理基準変更時差異の費用処理額（千円） 57,170 47,702 

  数理計算上の差異の費用処理額（千円） 24,710 6,909 

  過去勤務債務の費用処理額（千円） 20,180 16,275 

  計 276,619 179,178 

  
 大量退職に伴う退職給付制度の一部終了損失 

（千円） 
65,699 － 

  合 計 342,319 179,178 
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４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

⑥ セグメント情報 

ａ．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成16年２月１日 至平成17年１月31日） 

 衣料品のみの単一セグメントであり、記載を省略しております。 

当連結会計年度（自平成17年２月１日 至平成18年１月31日） 

 衣料品のみの単一セグメントであり、記載を省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 

前連結会計年度（自平成16年２月１日 至平成17年１月31日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、90％を超えてい

るため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自平成17年２月１日 至平成18年１月31日） 

 全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本の割合が、90％を超えてい

るため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

ｃ．海外売上高 

前連結会計年度（自平成16年２月１日 至平成17年１月31日） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自平成17年２月１日 至平成18年１月31日） 

 海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

⑦ 関連当事者との取引 

前連結会計年度（自 平成16年２月１日 至 平成17年１月31日） 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 （注）１ 上記金額には消費税等は含まれておりません。 

２ 取引条件及び取引条件の決定方針等 

（※）当社が賃借している一部の営業店舗の賃借契約に対し個人保証を受けております。取引金額には、対象

となる店舗の年間賃借料（平成17年２月１日～平成18年１月31日）を記載しております。 

 
前連結会計年度 

（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

   割引率（％） 2.0 2.0 

    期待運用収益率（％） 0.5 0.5 

    退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準 

    過去勤務債務の額の処理年数（年） 10 10 

    数理計算上の差異の処理年数（年） 10 10 

    会計基準変更時差異の処理年数（年） 10 10 

属性 氏名 住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内容
又は職業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

関係内容 

取引内容 
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高 
（千円） 役員の

兼務等 
事業上
の関係 

役員 田中秀幸 － － 
当社代表取

締役社長 

（被所有） 

直接0.0％ 
－ － 

当社店舗賃借

契約の連帯保

証（※） 

11,059 － － 

(連26)



（１株当たり情報） 

 （注）１株当たり当期純利益又は純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

６．販売実績 

 （注）１ 販売数量については取扱品種が多岐にわたるため記載を省略しております。 

２ メンズスーツ等には委託加工による収入を含んでおります。 

３ 金額に消費税等は含まれておりません。 

区分 
前連結会計年度 

（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当連結会計年度 
（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 △81円54銭   △76円25銭 

１株当たり当期純利益又は純損失

(△) 
   △117円64銭       2円91銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益 

潜在株式は存在するものの１株当た

り当期純損失であるため記載してお

りません。 

      2円15銭 

      

  当連結会計年度の1株当たり純資産

額は、優先株式の発行価額2,500,000

千円を控除した、普通株式に係る期

末の純資産額を普通株式の期末発行

済株式総数（自己株式を控除した株

式数）で除して算出しております。 

 同左 

 前連結会計年度 当連結会計年度 

当期純利益又は純損失(△)（千円） △1,712,884 53,625 

普通株主に帰属しない金額（千円） 1,905 509 

（うち福利基金） (1,905) (509) 

普通株式に係る当期純利益又は純損失(△)

（千円） 
△1,714,789 53,116 

普通株式の期中平均株式数（株） 14,575,809 18,249,193 

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 

第一回優先株式 

（額面総額1,500百万円） 

第二回優先株式 

（額面総額1,000百万円） 

──── 

  （単位：千円）

品目 

前期 
（自 平成16年２月１日 
至 平成17年１月31日） 

当期 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

金額 月平均 構成比 金額 月平均 構成比 

   ％   ％ 

ドレスシャツ 10,514,944 876,245 93.6 11,057,812 921,484 93.3 

カジュアルウェア 272,516 22,709 2.4 445,904 37,158 3.8 

メンズスーツ等 443,138 36,928 4.0 334,206 27,850 2.8 

レディースウェア 2,018 168 0.0 11,288 940 0.1 

合計 11,232,617 936,051 100.0 11,849,212 987,434 100.0 

(連27)


