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１．平成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 （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 22,518 △7.4 △490 － △558 －

17年1月期 24,330 △24.4 △7,947 － △7,939 －

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 297 － 3 08 2 68 18.7 △3.1 △2.5

17年1月期 △6,784 － △246 82 － － － △42.1 △32.6

（注）①期中平均株式数 18年1月期 90,639,122株 17年1月期 27,485,599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、対前期増減率であります。

(2）配当状況 （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。

１株当たり年間配当金 配当金総額
（年間）

配当性向
株主資本
配当率中間 期末

円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

18年1月期 0 00 0 00 0 00 － － －

17年1月期 0 00 0 00 0 00 － － －

(3）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 16,286 6,736 41.4 33 59

17年1月期 16,037 △3,547 △22.1 △129 07

（注）①期末発行済株式数 18年1月期 140,460,770株 17年1月期 27,482,947株

②期末自己株式数 18年1月期 39,230株 17年1月期 17,053株

２．平成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）  

売上高 経常利益 当期純利益
１株当たり年間配当金

中間 期末

百万円 百万円 百万円 円 銭 円 銭 円 銭

中間期 11,000 100 100 0 00 　― 　―

通　期 23,000 800 800 　― 0 00 0 00

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　8円62銭

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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６．個別財務諸表等
(1）貸借対照表

  
前事業年度

（平成17年１月31日）
当事業年度

（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 ※２  1,144,106   4,661,872  3,517,765

２　受取手形 ※５  11,259   123,798  112,539

３　売掛金   3,591,488   2,473,095  △1,118,392

４　商品   2,894,486   2,074,950  △819,536

５　前払費用   37,466   25,165  △12,301

６  短期貸付金 ※６  －   632,900  632,900

７　その他 ※６  468,045   245,583  △222,461

８　貸倒引当金   △180,769   △34,517  146,252

流動資産合計   7,966,083 49.7  10,202,849 62.7 2,236,765

Ⅱ　固定資産         

(1）有形固定資産         

１　建物 ※２ 5,942,272   2,085,692    

減価償却累計
額

 △2,286,691 3,655,581  △571,980 1,513,711  △2,141,869

２　構築物  142,564   61,846    

減価償却累計
額

 △96,980 45,583  △41,402 20,444  △25,139

３　機械及び装置  21,829   140    

減価償却累計
額

 △20,168 1,661  △133 7  △1,654

４　車両運搬具  7,574   －    

減価償却累計
額

 △7,196 378  － －  △378

５　器具及び備品  1,668,557   1,327,692    

減価償却累計
額

 △1,223,883 444,674  △949,459 378,232  △66,441

６　土地
※１

※２
 2,477,321   542,170  △1,935,150

有形固定資産
合計

  6,625,200 41.3  2,454,566 15.1 △4,170,634
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前事業年度

（平成17年１月31日）
当事業年度

（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）

(2）無形固定資産         

１　商標権   37   －  △37

２　ソフトウェア   7,832   38,129  30,296

３　電話加入権   33,886   34,041  155

４　その他   1,743   －  △1,743

無形固定資産合
計

  43,500 0.3  72,171 0.4 28,671

(3）投資その他の資
産

        

１　投資有価証券 ※２  1,198,637   1,028,093  △170,543

２　関係会社株式   57,000   1,786,039  1,729,039

３　長期貸付金   4,144   9,608  5,463

４　関係会社長期
貸付金 

  －   631,000  631,000

５　更生債権等   57,243   54,436  △2,806

６　長期前払費用   50,830   36,196  △14,633

７　敷金保証金   173,682   333,939  160,257

８　その他   196   7,186  6,990

９　貸倒引当金   △139,385   △329,937  △190,552

投資その他の資
産合計

  1,402,348 8.7  3,556,563 21.8 2,154,214

固定資産合計   8,071,049 50.3  6,083,301 37.3 △1,987,748

資産合計   16,037,133 100.0  16,286,150 100.0 249,016
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前事業年度

（平成17年１月31日）
当事業年度

（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   310,528   414,943  104,415

２　買掛金 ※６  7,012,481   4,947,610  △2,064,871

３　短期借入金 ※２  6,141,369   －  △6,141,369

４　一年内返済長期
借入金

※２  656,848   318,712  △338,136

５　未払金   －   312,860  312,860

６　未払費用 ※６  1,062,370   432,456  △629,914

７　未払法人税等   7,833   40,203  32,369

８　未払消費税等   －   260,758  260,758

９　預り金   23,626   45,184  21,558

10　前受金   －   592,456  592,456

11　返品調整引当金   1,448,357   556,069  △892,288

12　賞与引当金   45,299   35,186  △10,113

13　子会社整理損失
引当金

  －   91,000  91,000

14　その他   48,887   34,700  △14,187

流動負債合計   16,757,600 104.5  8,082,141 49.6 △8,675,459

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※２  956,417   280,300  △676,117

２　繰延税金負債   78,971   116,839  37,868

３　再評価に係る繰
延税金負債

※１  310,428   －  △310,428

４　退職給付引当金   1,396,162   1,039,426  △356,735

５　役員退職金引当
金

  58,570   10,000  △48,570

６　その他   26,251   20,548  △5,702

固定負債合計   2,826,800 17.6  1,467,114 9.0 △1,359,685

負債合計   19,584,400 122.1  9,549,255 58.6
△10,035,14

5
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前事業年度

（平成17年１月31日）
当事業年度

（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）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  2,239,400 14.0  5,389,940 33.1 3,150,540

Ⅱ　資本剰余金 ※10        

　資本準備金  1,989,643   5,108,985    

資本剰余金合計   1,989,643 12.4  5,108,985 31.4 3,119,341

Ⅲ　利益剰余金 ※10        

1　利益準備金  522,000   －    

2　任意積立金         

(1）固定資産圧縮
積立金

 124,127   －    

(2）別途積立金  4,217,000   －    

3　当期未処理損失  13,205,619   3,232,887    

利益剰余金合計   △8,342,492 △52.0  △3,232,887 △19.9 5,109,605

Ⅳ　土地再評価差額金 ※１  452,482 2.8  △691,797 △4.2 △1,144,280

Ⅴ　その他有価証券評
価差額金

  115,108 0.7  170,305 1.0 55,196

Ⅵ　自己株式 ※７  △1,409 △0.0  △7,651 △0.0 △6,242

資本合計   △3,547,267 △22.1  6,736,894 41.4 10,284,161

負債・資本合計   16,037,133 100.0  16,286,150 100.0 249,016
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(2）損益計算書

  
前事業年度

（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（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   24,330,527 100.0  22,518,038 100.0 △1,812,489

Ⅱ　売上原価         

１　商品期首たな卸高  5,012,809   2,894,486    

２　当期商品仕入高  17,723,987   12,695,339    

合計  22,736,797   15,589,826    

３　商品他勘定振替高 ※１ 15,701   11,435    

４　商品期末たな卸高  2,894,486   2,074,950    

５　商標権使用料  792,615 20,619,224 84.7 653,688 14,157,128 62.9 △6,462,096

売上総利益   3,711,303 15.3  8,360,909 37.1 4,649,606

返品調整引当金戻入
額

  870,309   1,448,357  578,048

返品調整引当金繰入
額

  1,448,357   556,069  △892,288

返品調整引当金控除
後売上総利益

  3,133,255 12.9  9,253,197 41.1 6,119,942

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  11,080,850 45.6  9,743,861 43.3 △1,336,989

営業損失   7,947,595 △32.7  490,663 △2.2 △7,456,932

Ⅳ　営業外収益 ※３        

１　受取利息  3,409   16,753    

２　受取配当金  12,779   9,513    

３　受取検査手数料  39,366   29,109    

４　受取地代家賃  294,993   226,626    

５　受取賃貸料  －   52,068    

６　雑収入  151,509 502,057 2.1 77,284 411,356 1.8 △90,700

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  291,785   242,054    

２　貸与資産費用  176,504   121,279    

３　新株発行費  －   74,922    

４　雑損失  25,547 493,836 2.0 40,775 479,032 2.1 △14,804

経常損失   7,939,374 △32.6  558,339 △2.5 △7,381,035
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前事業年度

（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（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）

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※４ 1,091,313   645,941    

２　投資有価証券売却益  266,306   270,743    

３　役員退職金引当金取
崩額

 －   56,750    

４　貸倒引当金戻入額  161,433   －    

５　補償金収入 ※５ 31,947 1,551,000 6.4 － 973,435 4.3 △577,565

Ⅶ　特別損失         

１　財務構造再編費用 ※６ －   263,200    

２　早期退職措置関連損
失 

※７ －   156,129    

３　子会社整理損失引当
金繰入額 

※８ －   91,000    

４　固定資産除却損 ※９ 88,932   63,322    

５　固定資産売却損 ※10 －   60,254    

６　本社及び商品セン
ター移転費用 

※11 －   34,651    

７　投資有価証券評価損 ※12 －   18,599    

８  前期損益修正損 ※13 －   12,146    

９　返品調整引当金繰入
額

 452,775 541,707 2.3 － 699,303 3.1 157,596

税引前当期純損失   6,930,081 △28.5  284,208 △1.3 △6,645,873

法人税・住民税及び
事業税

 6,240   10,013    

法人税等調整額  △152,210 △145,970 △0.6 △591,921 △581,907 △2.6 △435,936

当期純利益又は純損
失(△）

  △6,784,111 △27.9  297,699 1.3 7,081,810

前期繰越損失   6,640,716   6,408,834  △231,881

土地再評価差額金取
崩額

  219,207   862,787  643,580

資本金の減少による
欠損填補額 

  －   2,015,460  2,015,460

当期未処理損失   13,205,619   3,232,887  △9,972,732
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(3）損失処理案

  
前事業年度

（平成17年1月期）
当事業年度

（平成18年1月期）
対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（千円）

Ⅰ　当期未処理損失   13,205,619  3,232,887 △9,972,732

Ⅱ　損失処理額       

１ 任意積立金取崩額       

(1)固定資産圧縮積
立金取崩額

 124,127  －   

(2)別途積立金取崩
額

 4,217,000  －   

２ 利益準備金取崩額  522,000  －   

３ 資本準備金取崩額  1,933,658 6,796,785 3,232,887 3,232,887 △3,563,898

Ⅲ　次期繰越損失   6,408,834  － △6,408,834
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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

前事業年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当社は８期連続売上高が減少し、４期連続して営業損

失及び８期連続の当期純損失となり、当期において

6,784,111千円の当期純損失を計上したことにより、

3,547,267千円の債務超過の状況となりました。こうした

状況から当社には継続企業の前提に関する重要な疑義を

抱かせることとなっております。

当社は、平成15年２月より「構造改革新３ヵ年計画」

を実行し不採算ブランドの撤退によるブランドの集約化、

人員の削減等に取り組んでまいりましたが、さらに抜本

的な改革を進めなければ経営状況の改善は見込めないと

判断し、「①事業領域の選択と集中、②店頭起点モデル

の確立、③事業部制をベースとした事業の一元化、④徹

底したコスト削減」を柱とする「新再生中期３ヶ年計画」

を策定し、更なる経営改革を徹底する事といたしました。

また、経営基盤増強のため資本の減少等による欠損の填

補、さらにジェイ・ブリッジ株式会社等への第三者割当

増資及び株式会社みずほ銀行による資本支援等の資本増

強策により、当該事象または状況を解消してゆく予定で

あります。

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、こ

のような重要な疑義の影響を財務諸表に反映しておりま

せん。

当事業年度において９期ぶりに当期純利益を計上した

ものの、９期連続して売上高が減少し、５期連続して営

業損失を計上いたしました。これにより当社には継続企

業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

当社は、平成17年5月31日に無議決権型優先株式の割当

（発行価額の総額20億円）と普通株式の割当（発行価額

の総額42億50百万円）ならびに新株予約権の行使による

資本増強策を実施し、債務超過の状況を解消いたしまし

た。また、資本準備金の取り崩しによる繰越損失の一掃

を予定しております。さらに経営の刷新により以下のよ

うな業務改革を進めております。

① ブランドビジネスの強化のため、新組織に外部有識者

の意見を活用できるアドバイザリーボードを取り入れ

各ブランドに活性化プロジェクトを立ち上げ「常に発

信力のあるブランド」へと活性化を進めております。

② 経営の効率化のため、オペレーションモデルの改革を

進め商品在庫の無駄をなくし、人員の削減、人事制度

改革を進め、本社、弁天商品センター、越谷寮等の土

地建物の資産売却による財務改善を進めました。

③ 新規ビジネスへの参入を目指し、事業シナジーの見込

める株式会社ミナミ等の子会社化によるスポーツアパ

レル販売などを進めております。

このような運営により当該状況を解消する予定であり

ます。

財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上

記のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映してお

りません。
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重要な会計方針

項目
前事業年度

（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（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

子会社株式

移動平均法に基づく原価法により評価し

ております。

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

期末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）によっております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法により評

価しております。

 時価のないもの

移動平均法に基づく原価法により評

価しております。 ただし、投資事

業有限責任組合及びこれに類する組

合への出資については、当該組合の

財産の持分相当額を計上しておりま

す。

２　デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法によっております。 同左

３　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品は、最終仕入原価法に基づく原価法に

より評価しておりますが、一部輸入商品に

ついては移動平均法に基づく原価法により

評価しております。また、季越商品につい

ては販売可能価額まで評価減を実施し、売

上原価に算入しております。さらに、季越

商品は販売高が大幅に減少して、当社の販

売能力に対して相当に在庫数量が過剰な状

況となっております。したがって、当該状

況を鑑みた損失も合わせて売上原価に算入

しております。（当期評価損計上額は、

4,219,600千円であります。）

商品は、最終仕入原価法に基づく原価法に

より評価しておりますが、一部輸入商品に

ついては移動平均法に基づく原価法により

評価しております。また、季越商品につい

ては販売可能価額まで評価減を実施し、売

上原価に算入しております。（当期評価損

計上額は、394,943千円であります。）
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項目
前事業年度

（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

４　固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

本社ビルと松伏商品センターの建物

及び構築物　　　　　　　　定額法

(1）有形固定資産

同左

平成10年４月１日以降に取得した建

物　　　　　　　　　　　　定額法

 

上記以外の有形固定資産　　定率法  

なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。

建物及び構築物　　　　　 3～50年

 

(2）無形固定資産　　　　　　　定額法

ただし、ソフトウェア（自社利用分）

については、社内における利用可能期

間（５年）に基づく定額法を採用して

おります。

(2）無形固定資産

同左

(3）長期前払費用　　　　　　　定額法

ただし、償却年数については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっ

ております。

(3）長期前払費用　　　　　　　

同左

５　繰延資産の処理方法 ────── 新株発行費

支払時に全額費用処理しております。

６　引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

債権の貸倒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。

(1）貸倒引当金

同左

(2）返品調整引当金

期末日後に予想される販売した商品の

返品による損失に備えるため、期末前

２ヵ月間の売上高及び返品の実績率等

を基にして算出した損失見込額を計上

しております。

(2）返品調整引当金

同左

(3）賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に

充てるため、支給見込額に基づき計上

しております。

(3）賞与引当金

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（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

従業員の退職給付に備えるため、当期

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、当期末において発

生していると認められる額を計上して

おります。

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発生年度

から費用処理をすることとしておりま

す。

数理計算上の差異は、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按分

した額をそれぞれ発生の翌期から費用

処理をすることとしております。

(4）退職給付引当金

同左

 

 

(5）役員退職金引当金

役員退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

(5）役員退職金引当金

同左

──────

 

(6）子会社整理損失引当金

子会社の整理損失に備えるため、当該

子会社の財政状態等を勘案し、当該損

失見込額を計上しております。

 ７　外貨建の資産及び負債の本

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。

８　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。

同左
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項目
前事業年度

（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

９　ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によってお

ります。

ただし、金利スワップ取引については、

特例処理の要件を満たしている場合は

特例処理を採用しております。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段…金利スワップ取引

・ヘッジ対象…借入金の利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

当社は、金利相場の変動に伴うリスク

をヘッジする目的でデリバティブ取引

を利用する方針であり、短期的な売買

差益を獲得する目的（トレーディング

目的）や投機目的のために、単独でデ

リバティブ取引を利用することはしな

い方針です。また、デリバティブ取引

についての基本方針は取締役会で決定

され、金利スワップ取引の実行及び管

理は経理部が行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引においては、原則と

して、ヘッジ開始時から有効性判定時

点までの期間において、ヘッジ対象の

キャッシュ・フローの変動の累計額と

ヘッジ手段のキャッシュ・フローの変

動の累計額と比較し、その比率を基礎

に判断しておりますが、特例処理の用

件に該当すると判断される場合につい

ては有効性の判定を省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

10　その他財務諸表作成のた

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

抜方式を採用しております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

前事業年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

返品調整引当金の計上基準の変更

返品調整引当金は、従来、期末の売掛金を基礎として、

これに対応する返品見込額の売買利益相当額及び返品見

込額のうち季越商品の価値減価を過去の実績による割合

で算出し、これも併せて計上してまいりましたが、当期

より期末前２ヵ月間の売上高及び返品の実績率等を基に

して算出する方法に変更いたしました。

この変更は、販売形態が変化しつつあるなか、販路及び

商品を問わず返品が増える傾向にあること等を考慮し、

全商品を対象に、より返品実態を反映した返品損失額を

計上して、期間損益計算をより適正に行うものでありま

す。なお、この変更により、従来と同一の方法を採用し

た場合に比べ売上総利益が777,016千円少なく計上され、

営業損失、経常損失が同額多く計上され、期首における

影響額452,775千円を特別損失に計上しました結果、税

引前当期純損失が1,229,791千円多く計上されています。

──────
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表示方法の変更

前事業年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

――――――

 

１　貸借対照表関係

「短期貸付金」は重要性が増したため、当事業年度よ

り区分掲記することといたしました。なお、前事業年

度は、流動資産の「その他」に265,000千円含まれて

おります。

 「前受金」は重要性が増したため、当事業年度より区

分掲記することといたしました。なお、前事業年度は、

流動負債の「その他」に23,760千円含まれております。

――――――

 

 ２　損益計算書関係

「受取賃貸料」は、当事業年度より区分掲記すること

といたしました。なお、前事業年度は、営業外収益の

「雑収入」に59,028千円含まれております。
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追加情報

前事業年度
（自　平成16年２月１日

至　平成17年1月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日

至　平成18年1月31日）

────── 外形標準課税制度の導入 

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律第９

号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月１日以

降に開始する事業年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当事業年度から「法人事業税における外形標

準課税部分の損益計算書上の表示についての実務上の取扱

い」（平成16年２月13日　企業会計基準委員会実務対応報

告第12号）に従い、法人事業税の付加価値割及び資本割に

ついては販売費及び一般管理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が30,562千円増加し、営

業損失、経常損失及び税引前当期純損失がそれぞれ同額増

加しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成17年１月31日）

当事業年度
（平成18年１月31日）

※１　土地の再評価

「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布　法律第34号）及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布

　法律第19号）に基づき事業用土地の再評価を行い、

当該評価差額金のうち税効果会計による税金相当額

を「再評価に係る繰延税金負債」として負債の部に、

これを控除した金額を「土地再評価差額金」として

資本の部に計上しております。

※１　土地の再評価

「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布　法律第34号）及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布

　法律第19号）に基づき事業用土地の再評価を行い、

「土地再評価差額金」を資本の部に計上しておりま

す。

再評価を行った年月日　　　平成14年１月31日 再評価を行った年月日　　　平成14年１月31日

再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３

月31日公布　政令119号）第２条第３号に定める固

定資産税評価額に合理的な調整を行って算定する方

法及び第４号に定める地価税の課税価格の基礎とな

る土地の価格の算定方法に合理的な調整を行って算

出する方法によって算出しております。

なお、同法律第10条に定める再評価を行った事業用

土地の当期末における時価の合計額は当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額を653,610千円下

回っております。

再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３

月31日公布　政令119号）第２条第３号に定める固

定資産税評価額に合理的な調整を行って算定する方

法及び第４号に定める地価税の課税価格の基礎とな

る土地の価格の算定方法に合理的な調整を行って算

出する方法によって算出しております。

なお、同法律第10条に定める再評価を行った事業用

土地の当期末における時価の合計額は当該事業用土

地の再評価後の帳簿価額の合計額を210,978千円下

回っております。

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

定期預金 793,829千円

建物 3,649,337千円

土地 2,474,192千円

投資有価証券 1,179,585千円

計 8,096,945千円

定期預金 876,679千円

建物 1,359,081千円

土地 470,342千円

投資有価証券 741,132千円

計 3,447,235千円

は、長期借入金に1,613,265千円（うち一年内返済

長期借入金656,848千円）及び短期借入金5,884,369

千円の担保に供しております。

は、長期借入金に599,012千円（うち一年内返済長

期借入金318,712千円）の担保に供しております。

※３　会社が発行する株式 普通株式 60,000,000株

   

   

   

発行済株式総数 普通株式 27,500,000株

※３　会社が発行する株式 普通株式 309,800,000株

　

 Ａ種優先株式 100,000株

 Ｂ種優先株式 100,000株

発行済株式総数 普通株式 140,500,000株

 Ａ種優先株式 100,000株

 Ｂ種優先株式 100,000株

　４　偶発債務

下記関係会社及び従業員の銀行借入金に対して、債

務保証を行っております。

　４　偶発債務

下記関係会社の買掛金及びリース契約残高に対して、

債務保証を行っております。

㈱トレイン 270,000千円

㈱グレース南部 140,000千円

㈱グッドタイム 610,000千円

従業員住宅資金他 27,035千円

計 1,047,035千円

㈱タガラ 166,311千円

計 166,311千円
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前事業年度
（平成17年１月31日）

当事業年度
（平成18年１月31日）

※５　受取手形割引高 1,034,279千円 ※５　受取手形割引高 723,732千円

※６　関係会社に係る注記  ※６　関係会社に係る注記

その他の流動資産 310,902千円

買掛金 654,296千円

未払費用 643,201千円

短期貸付金 629,000千円 

買掛金 520,116千円 

※７　会社が保有する自己株式の数 ※７　会社が保有する自己株式の数

普通株式 17,053株 普通株式 39,230株

　８　資本の欠損の額 8,865,902千円 　８　資本の欠損の額 3,240,538千円

　９　配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する金額は

115,108千円であります。

　９　配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する金額は　　

170,305千円であります。

  ──────

 

※10　準備金による欠損填補

平成17年４月開催の定時株主総会において下記の欠

損填補を行っております。

資本準備金 1,933,658千円

利益準備金 522,000千円
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（損益計算書関係）

前事業年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

※１　商品他勘定振替高 ※１　商品他勘定振替高

広告宣伝費等 15,701千円 広告宣伝費等 11,435千円

※２(1）主要な費用及び金額は次のとおりであります。 ※２(1）主要な費用及び金額は次のとおりであります。

荷造運賃及び物流諸掛 2,244,676千円

広告宣伝費 511,811千円

給料諸手当 1,688,482千円

賞与引当金繰入額 45,299千円

退職給付費用 170,047千円

役員退職金引当金繰入額 12,500千円

派遣社員費 3,977,176千円

賃借料 442,552千円

減価償却費 238,374千円

荷造運賃及び物流諸掛 1,902,776千円

広告宣伝費 347,182千円

給料諸手当 1,572,104千円

賞与引当金繰入額 35,186千円

退職給付費用 172,748千円

役員退職金引当金繰入額 8,180千円

派遣社員費 3,433,950千円

賃借料 386,740千円

減価償却費 176,561千円

貸倒引当金繰入額 55,042千円

(2）販売費に属する費用のおおよその割合は85％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割

合は15％であります。

(2）販売費に属する費用のおおよその割合は85％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割

合は15％であります。

※３　関係会社に係る注記 ※３　関係会社に係る注記

関係会社からの営業外収益 360,340千円 受取地代家賃 200,343千円

受取賃貸料 52,068千円

上記以外の営業外収益 46,569千円

※４　固定資産売却益

札幌市中央区及び江東区白河の土地・建物の売却に

伴うものであります。

※４　固定資産売却益

中央区日本橋堀留町及び大阪市港区等の土地・建

物の売却に伴うものであります。

※５　補償金収入

福岡市の道路改良事業に伴う借家人補償の一部であ

ります。

──────

 

──────

 

※６　財務構造再編費用

当社の資本増強策を実行するにあたり、①経営改善

に関する資本・負債構造の再編を中心とした財務構

造改善スキームの策定、②資本提携先の発掘、交渉

及び実行、③取引金融機関との交渉への助言、調整

等のアドバイザリー業務にかかる支出であります。

──────

 

※７　早期退職措置関連損失

早期退職措置関連損失は、早期退職特別優遇措置に

よる退職者への特別退職金等であり、内訳は次のと

おりであります。

特別退職金 137,459千円

再就職関連費用 18,670千円

計 156,129千円

──────

 

※８　子会社整理損失引当金繰入額

子会社整理損失引当金の内訳は次のとおりであり

ます。

㈱グッドタイム 38,000千円

㈱グレース南部 53,000千円

計 91,000千円
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前事業年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

※９　固定資産除却損 ※９　固定資産除却損

器具及び備品 82,216千円

その他 6,715千円

計 88,932千円

器具及び備品 61,577千円

その他 1,745千円

計 63,322千円

──────

 

※10　固定資産売却損

越谷市の土地・建物等の売却に伴うものでありま

す。 

──────

 

※11　本社及び商品センター移転費用

本社及び商品センター移転費用の内訳は次のとお

りであります。

器具及び備品除却損 6,846千円

引越・移設・運搬費用等 27,805千円

計 34,651千円

──────

 

※12　投資有価証券評価損 

主にゴルフ会員権に係るものであります。

──────

 

※13　前期損益修正損

主に過年度のゴルフ会員権入会金(7,800千円)の

修正であります。
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（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

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

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

種類
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）

車両運搬具 9,996 6,864 3,131

器具及び備品 525,265 258,819 266,446

合計 535,261 265,684 269,577

種類
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）

車両運搬具 13,686 5,258 8,427

器具及び備品 346,875 225,885 120,990

合計 360,561 231,143 129,417

なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高が

有形固定資産の期末残高等に占める割合が低いため、

支払利子込み法によっております。

同左

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 100,994千円

１年超 168,583千円

合計 269,577千円

１年以内 65,656千円

１年超 63,761千円

合計 129,417千円

なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リー

ス料期末残高が有形固定資産の期末残高等に占める割

合が低いため、支払利子込み法によっております。

同左

③　支払リース料及び減価償却費相当額 ③　支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 118,162千円

減価償却費相当額 118,162千円

支払リース料 76,243千円

減価償却費相当額 76,243千円

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。

④　減価償却費相当額の算定方法

同左
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（有価証券関係）

前事業年度及び当事業年度において、子会社株式で時価のあるものはありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成17年１月31日）

当事業年度
（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

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

(1）繰延税金資産 (1）繰延税金資産

繰越欠損金 3,358,059千円

商品 1,073,542千円

貸倒引当金 77,568千円

返品調整引当金 291,894千円

退職給付引当金 565,484千円

役員退職金引当金 23,832千円

その他 556,187千円

繰延税金資産小計 5,946,569千円

  

評価性引当額 △5,946,569千円

繰延税金資産合計 －千円

繰越欠損金 4,247,009千円

商品 148,527千円

貸倒引当金 90,734千円

返品調整引当金 82,503千円

退職給付引当金 422,420千円

役員退職金引当金 4,069千円

その他 458,419千円

繰延税金資産小計 5,453,683千円

  

評価性引当額 △5,453,683千円

繰延税金資産合計 －千円

(2）繰延税金負債 (2）繰延税金負債

土地再評価差額金 △310,428千円

その他有価証券評価差額金 △78,971千円

繰延税金負債合計 △389,399千円

繰延税金負債の純額 △389,399千円

  

その他有価証券評価差額金 △116,839千円

繰延税金負債合計 △116,839千円

繰延税金負債の純額 △116,839千円

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

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 42.05％ 法定実効税率 40.69％

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異については、税引前当期純損失が計上されて

いるため記載しておりません。

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異については、税引前当期純損失が計上されて

いるため記載しておりません。
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（１株当たり情報）

前事業年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（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 △129.07円

１株当たり当期純損失 246.82円

１株当たり純資産額 33.59円

１株当たり当期純利益 3.08円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  2.68円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式がないため及び１株当たり当期純損失が計上され

ているため、記載しておりません。

 

１株当たり当期純損失の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎

損益計算書上の当期純損失 6,784,111千円

普通株式に係る当期純損失 6,784,111千円

損益計算書上の当期純利益 297,699千円

普通株式に係る当期純利益 279,448千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

該当事項はありません。 優先株式に対する優先配当金の

うち当事業年度に係る要支払額
18,251千円

  普通株式の期中平均株式数 90,639,122株

 潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

  

  

当期純利益調整額 －

普通株式増加数 13,733,873株

 (うち、新株予約権） (13,733,873株)

 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

 Ａ種優先株式(100,000株)

Ｂ種優先株式(100,000株)
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（重要な後発事象）

前事業年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

　平成17年４月27日開催の定時株主総会において資本の減

少を実施し、併せて「新再生中期３ヶ年計画」に基づく資

本増強策として、ジェイ・ブリッジ株式会社ほか10社への

普通株式の割当て、ジェイ・ブリッジ株式会社への新株予

約権の発行及び主取引銀行の株式会社みずほ銀行への無議

決権型優先株式の割当てを次のように決議いたしました。

　平成17年12月27日開催の当社取締役会において、株式会

社コージツ（JASDAQ上場）の株式に対する公開買い付けの

開始を決議し、平成18年１月16日から実施してまいりまし

たが、同年2月6日をもって終了いたしました。その結果、

同年２月14日付で株式会社コージツは当社の議決権比率

が60.26%となり子会社となりました。 

１．資本減少の内容  

①　平成17年４月12日現在の資本の額2,239,400,000円

の90％に相当する2,015,460,000円を、無償で減少

いたします。

 

②　発行済株式総数の変更は行わず、資本の額のみを減

少いたします。

 

③　資本の欠損填補に金2,015,460,000円を充てます。  

２．新株式発行の内容  

①　株式の種類　　　　　　　　　　　　　普通株式  

②　発行新株式数　　　　　　　　　　50,000,000株  

③　発行価格　　　　　　　　　　１株につき金85円  

④　発行価額の総額　 　　　　　　4,250,000,000円  

⑤　発行価額中資本組入額　　　　１株につき金43円  

⑥　資本組入額の総額 　　　　　　2,150,000,000円  

⑦　申込期日　　　　　 平成17年５月31日（火曜日）  

⑧　払込期日　　　　　 平成17年５月31日（火曜日）  

⑨　発行日　　　　　　 平成17年５月31日（火曜日）  

⑩　配当起算日　　　　 平成17年２月１日（火曜日）  

⑪　割当先　　　　　　ジェイ・ブリッジ株式会社

15,000,000株

 

 

株式会社ファイ 6,000,000株  

株式会社ニッシン 700,000株  

アセット・マネジャーズ株式

会社　　　　　 　700,000株

 

株式会社篠崎屋　 700,000株  

株式会社ダイナシティ

700,000株

 

 

株式会社ドクターシーラボ

700,000株

 

 

Creative Dragons SPC

3,600,000株

 

 

Asia Target Fund

3,850,000株

 

 

Best Growth Fund

3,350,000株

 

 

Dynamic Dragons Ⅱ SPC

14,700,000株
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前事業年度
（自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日）

当事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

３．優先株式発行の内容  

(1）発行新株式  

①　株式の種類　　　　　　　　　　Ａ種優先株式  

②　発行新株式数　　　　　　 　　　　100,000株  

③　発行価格　　　　　　　　　　　　　10,000円  

④　発行価額の総額　 　　　　　1,000,000,000円  

⑤　資本組入額　　 　　　　　１株につき5,000円  

⑥　資本組入額の総額　　　　　 　500,000,000円  

⑦　申込期日　　　 　平成17年５月31日（火曜日）  

⑧　払込期日　　　 　平成17年５月31日（火曜日）  

⑨　発行日　　　　 　平成17年５月31日（火曜日）  

⑩　配当起算日　　 　平成17年５月31日（火曜日）  

⑪　発行方法　　　　　　　　　　　　第三者割当  

⑫　割当先 　　　株式会社みずほ銀行に100,000株  

(2）発行新株式  

①　株式の種類　　　　　　　　　　Ｂ種優先株式  

②　発行新株式数　　　　　　　　　 　100,000株  

③　発行価格　　　　　　　　　　　　　10,000円  

④　発行価額の総額　　　　　 　1,000,000,000円  

⑤　資本組入額　　　　　　　 １株につき5,000円  

⑥　資本組入額の総額　　　　 　　500,000,000円  

⑦　申込期日　　　 　平成17年５月31日（火曜日）  

⑧　払込期日　　　 　平成17年５月31日（火曜日）  

⑨　当起算日　　　 　平成17年５月31日（火曜日）  

⑨　発行日　　　　 　平成17年５月31日（火曜日）  

⑩　発行方法　　　　　　　　　　　　第三者割当  

⑪　割当先　　　 株式会社みずほ銀行に100,000株  

４．新株予約権の発行  

(1）新株予約権の内容  

①　新株予約権の名称　　　第１回新株予約権証券  

②　発行する新株予約権の総数　　　　　70,000個  

③　新株予約権の目的たる株式の種類及び数

普通株式70,000,000株

 

 

④　新株予約権の発行価額

新株予約権１個あたり金3,000円

 

 

⑤　新株予約権の発行価額の総額　 210,000,000円  

⑥　当初の新株予約権の行使価額

１株につき金60円

 

 

⑦　新株予約権の割当先

ジェイ・ブリッジ株式会社に70,000個

 

 

⑧　新株予約権の申込期日

  平成17年５月31日（火曜日）

 

 

⑨　新株予約権の払込期日

   平成17年５月31日（火曜日）

 

 

⑩　新株予約権の発行日

 平成17年５月31日（火曜日）

 

 

⑪　新株予約権の権利行使期間

新株予約権の発行日より３年間
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７．商品別売上高
 （単位　千円）

部門別

前期 当期

対前期増減
自　平成16年２月１日
至　平成17年１月31日

自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日

金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 率（％）

紳士外着 11,058,855 45.5 11,061,136 49.1 2,281 0.0

婦人外着 8,433,348 34.7 7,480,071 33.2 △953,277 △11.3

子供外着 1,963,644 8.1 1,513,991 6.7 △449,653 △22.9

肌着・ナイティ 2,086,801 8.6 1,866,294 8.3 △220,507 △10.6

その他 787,877 3.1 596,542 2.7 △191,335 △24.3

合計 24,330,527 100.0 22,518,038 100.0 △1,812,489 △7.4

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

－ 26 －



８．役員の異動

（４月27日付予定）

１． 新任監査役候補者   

社外監査役（非常勤） 菊 池  貴 之 （現　㈱ジェイ・フィナンシャルホールディングス監査役）

 ２．退任予定監査役   

現　非常勤監査役 内 藤   　眞  

現　非常勤監査役 山 本 健一郎  
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