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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）

(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 25,565 2.9 △291 － △528 －

17年1月期 24,837 △23.7 △7,609 － △7,838 －

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 359 － 3 77 3 27 21.3 △3.0 △2.1

17年1月期 △6,696 － △243 65 － － － △41.0 △31.6

（注）①持分法投資損益 18年1月期 － 17年1月期 －

②期中平均株式数（連結） 18年1月期 90,639,122株 17年1月期 27,485,599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 19,551 6,795 34.8 34 01

17年1月期 16,291 △3,417 △21.0 △124 34

（注）期末発行済株式数（連結） 18年1月期 140,460,770株 17年1月期 27,482,947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 △725 4,100 1,662 6,240

17年1月期 △2,158 2,093 972 1,202

(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 10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） 3社 （除外） 1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 17,500 0 0

通　期 38,000 1,000 900

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　9円73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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１．企業集団の状況
　当社グループの営む主な事業は、紳士外着、婦人外着、子供外着、肌着・ナイティなど各種繊維二次製品の製造及び

販売であり、各子会社の位置付けは次のとおりであります。

(1) 連結財務諸表提出会社

　連結財務諸表提出会社（小杉産業株式会社　以下当社という。）は、上記製品のほとんどの商品企画を行い、生産

子会社及び国内ならびに海外の協力メーカーに生産の委託を行い、それらから仕入れた製品を本店（東京）、大阪支

店、札幌支店、福岡支店及び名古屋支店を通じ、全国の百貨店、チェーンストア、専門店、小売店などに対し販売を

行っております。また、一部直営店舗での販売ならびに海外との輸出入業務を行っております。

(2) 生産機能子会社

　株式会社栃木コスギニット及び株式会社新潟コスギニットの２社であり、両社は主に当社の商品企画に基づいた製

品の製造を行い、当社へ納入しております。

(3) 販売機能子会社

　株式会社ファミリーウェイ１社であり、職域販売ならびに専門小売店を中心とした販売活動を行っております。

(4) ＳＰＡ・小売展開子会社

　株式会社ミナミ等３社であり、株式会社ミナミは直営店舗でスポーツ用品及びスポーツウェア等の販売を、株式会

社タガラは「シャルル　ジョルダン」及び「シャルル　ジョルダン　ビス」ブランドの婦人服の販売を直営店舗なら

びに百貨店で行っており、有限会社ニーズは主に有名セレクトショップ等に対する商品の販売と、当社商品の企画を

行っております。

(5) 物流機能子会社

　株式会社コスギファッションネット１社であり、当社及び株式会社タガラの物流業務を行っております。

(6) ライセンス管理機能子会社

　株式会社ジェーエヌジェー１社であり、ジャック・ニクラウスの名前がつく商標権等の管理を行っております。

　以上の事項を概況図で示すと次のとおりであります。

 

スポーツウェアの製造販売、スポーツ用具の販売 
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有名セレクトショップ・ヤング市場へ商品展開 

 有限会社ニーズ 

当社商品の企画 

 

 株式会社タガラ 

ジャック・ニクラウスの商標権等の管理 

 株式会社ジェーエヌジェー 
当社の商品企画に基づいた製品の製造 

 株式会社栃木コスギニット 

当社の商品企画に基づいた製品の製造 

 株式会社新潟コスギニット 

当社の物流業務を委託 

 株式会社コスギファッションネット 

職域販売ならびに専門小売店を中心とした販売活動 

 株式会社ファミリーウェイ 

 

物 

流 

機 

能 

 ジェイ・ブリッジ株式会社（親会社） 

 株式会社グッドタイム 

 株式会社グレース南部 

清算会社 

｢シャルル ジョルダン｣ ｢シャルル ジョルダン ビス｣ 

 
ブランドの婦人服製造販売 

 

　（注）　子会社は全て連結子会社であります。
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２．経営方針
１．会社の経営基本方針

当社グループは、「私たちにとって大切なこと。それは伝統を受け継ぎ、今を見つめ、未来を考えてものを作り上

げること。そして、何より、それが私たちにとって楽しい、ということ。」の理念のもと、お客様のご要望にお応え

できる、よりよい品質と価値観のある価格、そしてより時代性に即応した豊かなファッション商品を提供し続けるこ

とで、顧客満足度を高めてまいります。その結果として企業価値の最大化をはかりステークホルダーからご満足のい

ただける企業グループを目指してまいります。

２．利益配分に関する基本方針

当社グループの利益配分につきましては、当期の成果のみならず今後の経営環境の変化及び業績動向をも総合的に

勘案し、安定した配当を継続する事を基本方針とし、早期の復配を目指してまいります。

３．中長期的な経営戦略及び対処すべき課題

当社は120余年に亘る歴史を持つ名門アパレル企業であり、これまでに培った信頼と実績をベースに、新しい価値創

造ができる企業集団への進化が経営課題であると認識しております。

　平成17年度から実施してきました以下の経営改革の成果を明確な形とし残して行くことが、経営に与えられた責務

と考えております。

① ブランドの活性化

② ＳＰＡ事業への参入

③ 販売スタッフへの教育による販売力向上

④ 店頭販売情報の的確な分析によるロスのない商品コントロール

⑤ 取引先との個別取り組みの強化によるコラボレーション企画の実施

⑥ 物流コストの削減

⑦ 人材活性化

⑧ グループ企業間シナジーの創出

また、平成17年度よりグループ企業の中に加わった小売分野の拡大も、当社グループの経営戦略において非常に重

要であると理解しております。

当社グループは、従来からの得意分野である企画・生産分野を併せることで、グループ企業間のシナジーを強化し、

よりダイナミックな事業展開を目指してまいります。

　ファッションという生活の豊かさを目指す分野で、「品質のコスギ」としてお客様から評価され続けることを忘

れずに、よりクリエイティブなブランド価値の創造を行うことが、グループ企業の価値の向上に繋がるものと信じ、

全社員一丸となって努力を続けてまいります。
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４．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

(1) 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「顧客」、「株主」を初めとするステークホルダーの視点から、企業経営の効率化、透明性向上

と、法令を厳守し社会通念上の常識・倫理に照らして公正な経営を行うことが企業の社会的責任であると認識し、

コーポレートガバナンスの充実を図ってまいります。

(2) コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況

① 意思決定と業務執行の迅速化のため、取締役会は月１回開催し、重要事項や経営課題の討議を実施しており

ます。なお、社外取締役２名を採用しております。

② 当社グループは、コーポレートガバナンスの実効性を確保するため、監査役会制度を導入しております。監

査役会は４名で構成され、全員社外監査役であります。監査役は、取締役会に出席するほか、業務執行状況

を監視しております。

③ 企業理念の実現、法令の遵守、市場からの信頼獲得、企業の社会的責任達成のため、コンプライアンス委員

会を設置し、業務遂行に当る行動指針の設定と啓蒙を進めてまいります。

④ 当社のコーポレートガバナンス体制及び内部統制の模式図は以下のとおりです。

  

 

  

 

 

 

 

株 主 総 会 

監査役会 社外監査役 4名 取締役会 取締役８名 

社長・営業本部 コンプライアンス委員会 

ホットライン制度 

各事業部・支店 

 業務管理グループ 

会 

計 

監 

査 

人 

⑤ 会計監査は、７月26日の臨時株主総会においてあずさ監査法人が選任され、監査契約に基づき正しい経営情

報の報告を受け、実施されております。

⑥ 内部管理機能の見直しを行い業務監査室、関連事業室を設置し、グループ経営における透明性を高めており

ます。

今後も引き続き、企業経営の適法性、効率化、リスクの回避を実現できるコーポレートガバナンスを確立してまい

ります。
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５．事業等のリスク

当社グループの業務、業績及び財政状態は、下記の要因を含むリスク及び不確定要素により影響を受ける可能性が

あります。これらのリスク及び不確定要素は、当社に対し重大な影響を与え、当社株式の市場価格を大幅に引き下げ

る可能性があります。

(1) 国内衣料消費や気象状況の動向によるリスク

当社グループは、売上の大部分を国内での百貨店、チェーンストアの売上に依存しており、個人消費の動向、特

に衣料品消費の動向に左右されることが考えられます。また、変化に対応した商品企画に傾注しておりますが、

冷夏暖冬等の気象状況の変化が市場動向を大きく左右することで、商品の売れ残りまたは相当の売上値引ならび

に売上返品が起き、当社グループの経営成績に影響を及ぼすリスクがあります。

(2) 自然災害や事故における生産リスク

当社グループの商品は、大部分を協力メーカーに生産を委託しており、企画時から納品まで随時生産状況の進捗

を確認しております。しかしながら、予想し得ない自然災害や事故等による欠品や納期遅れ等により、当社グ

ループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(3) ブランドのライセンス供与中止等によるリスク

当社グループが展開しているライセンスブランドは、ライセンサーとの密接な関係を保ちつつ、綿密な打ち合わ

せのもと企画生産を行なっております。しかし、一方的なライセンス供与の中止や契約内容の大きな変更等によ

り、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。これらに伴う商品評価減や売上高の減少、返品

調整引当金増大などのリスクがあります。

(4) 品質管理について

 当社グループは厳しい品質管理基準に従って各種製品を提供しておりますが、予測しえない品質トラブルや製造

物責任に関わる事故が発生した場合は、企業及びブランドイメージが損なわれ、当社グループの経営成績に影響

を及ぼす可能性があります。

(5) 情報管理について 

当社グループの直営店及び百貨店等の店頭での顧客管理上、多くの個人情報を保有しております。これらの情報

の管理・取扱いについて当社コンプライアンス推進委員会で社内ルールを決定し、管理体制を整え万全を期して

おります。しかしながら、情報流出や漏洩が発生した場合は、当社グループの社会的信用を低下させ、当社グ

ループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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３．経営成績及び財政状態
１．経営成績

(1) 当連結会計年度の概況

当連結会計年度における我が国経済は、景気判断項目である「輸出」と「設備投資」が緩やかに増加し、「個人

消費」にも回復の兆候が見られました。一方、「原油」の大幅な上昇による影響により「原材料価格」は上昇し、

景気回復は依然不透明な状況にあります。

このような中、当企業集団の中核である当社において、平成17年５月31日に株式会社みずほ銀行を引受先とする

無議決権型優先株式の発行（発行総額20億円）、ならびにジェイ・ブリッジ株式会社などを対象とする第三者割

当増資の実施（発行総額42億50百万円）及び新株予約権の発行とその行使により資本増強が図られ、債務超過状

態を解消いたしました。

当該調達資金は、有利子負債の削減にあてる一方、経営改革を早期に確実なものとするためにＭ＆Ａ戦略の買収

資金に充当いたしました。
 

当連結会計年度におけるＭ＆Ａにより子会社化した会社は下記の3社となりました。

・ 株式会社タガラ

ＳＰＡ事業展開のノウハウと海外ライセンス情報活用による新規ビジネスを推進のため

・ 有限会社ニーズ

企画の充実と様々な当社ブランドとのコラボレーションを図るため

・ 株式会社ミナミ

「Local Motion」ブランドの展開と、スポーツ衣料販売分野でのノウハウを吸収し、当社が長年手掛けたスポーツアパレル事業

での新たな販路開拓のため

 
また、卸売事業部門における経営課題である「ブランドビジネスの強化」に関しては、外部有識者（アドバイザ

リーボード）を積極的に登用する一方、ブランドごと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」の構築に努めました。

さらに、「経営の効率化」に関して以下の施策を実行いたしました。

・ 建値消化率向上（適量・適所のＳＣＭ生産計画実施）

・ 原価削減（取引先の集中化）

・ 人件費削減（前年比65名減）

・ 人事制度見直し（ブロードバンド人事制度導入）

・ 在庫削減（期末在庫前期約314万枚→約132万枚）

・ 資産売却（本社、弁天商品センター、越谷寮、投資有価証券）

・ 物流経費削減（松伏商品センターへの一本化）

この結果、当連結会計年度の売上高は、「クールビズ」「ウォームビズ」の追い風を背に、百貨店向け紳士衣料

の代表的ブランド「オースチンリード」や婦人向け「ジャンセン」が好調に推移したことや、Ｍ＆Ａにより子会

社となった株式会社ミナミにおいて、厳冬効果によるスキー・スノーボードのウェア＆ギアが大きく売上を伸ば

したことなどにより、売上高は255億65百万円（前期248億37百万円・前年比102.9％）となりました。

営業損益では、物流コストや人件費の削減効果や一部アイテムにおける原価の削減効果が生じたものの、

・ グループ間シナジー効果が数字として顕在化するのは翌連結会計年度となること

・ 有利子負債削減のために本社移転を前倒し実施したことによる移転関連費用（86百万円）が生じたこと

・ 保有する物流倉庫をグループで効率的に活用するため、キャリー在庫の処分損失（1億51百万円）を計上

したこと

などにより、営業損失2億72百万円（前期は営業損失76億9百万円）となりました。

経常損益では、新株発行に伴う費用（74百万円）の発生などにより、経常損失5億28百万円（前期は経常損失

78億38百万円）となりました。

特別損益では、有利子負債削減のための資産売却により売却益（9億16百万円）を計上する一方、翌連結会計年

度からの利益経営体質への転換を確固とするため、財務構造再編費用（2億63百万円）、選択定年制を実施し大

幅な人員削減を行ったことによる早期退職措置関連費用（1億56百万円）等を計上いたしました。また、法人税

等調整額として4億24百万円計上いたしましたが、主として土地再評価の対象となった土地の売却に伴う繰延税

金負債の振戻し（5億91百万円）によるものであります。これらの結果、当期純利益は3億59百万円（前期は当

期純損失66億96百万円）となりました。
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(2）次期の見通し

　今後の見通しにつきましては、国内景気動向に改善が見られるものの、定率減税の縮小や社会保障費負担の増

額など、衣料品消費を支える消費者の動向は引き続き不透明な状況にあります。

このような環境の中当社は、平成17年度より実行している経営改革をなお一層推進してまいります。

　また、グループ企業の特性を活かし、相互補完関係を築くことでグループ間シナジーを生じさせ、効率的な

経営を行ってまいります。さらに、ブランド力の向上と精緻な販売計画に基づくロスのないオペレーションに

より、収益性を向上させてまいります。このような運営により、次期の連結業績見通しは、売上高380億円、経

常利益10億円、当期純利益9億円を見込んでおります。

２．財政状態

(1）営業活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失33百万円でありましたが、

仕入債務の減少23億3百万円等により7億25百万円の減少（前連結会計年度は21億58百万円の減少）となりまし

た。

(2）投資活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入等により41億円の増

加（前連結会計年度は20億93百万円の増加）となりました。

(3）財務活動によるキャッシュ・フロー

当連結会計年度の財務活動によるキャッシュ・フローは、普通株式の発行による収入等により16億62百万円の

増加（前連結会計年度は9億72百万円の増加）となりました。

この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は前連結会計年度末に比べ50億37百万円の増加の62億40百

万円となりました。
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４．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 ※２  1,202,401   6,240,009  5,037,607

２　受取手形及び売掛金
※２

※３
 3,630,367   3,071,936  △558,430

３　たな卸資産 ※２  3,193,200   3,477,017  283,816

４　その他   177,122   294,697  117,575

貸倒引当金   △182,401   △34,647  147,753

流動資産合計   8,020,690 49.2  13,049,012 66.7 5,028,322

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1) 建物及び構築物 ※２ 6,335,214   3,939,032    

減価償却累計額  △2,564,945 3,770,268  △1,854,474 2,084,558  △1,685,710

(2) 機械装置及び運搬具  229,030   75,086    

減価償却累計額  △208,757 20,273  △65,701 9,384  △10,888

(3) 器具及び備品  1,700,060   1,717,198    

減価償却累計額  △1,249,816 450,244  △1,233,286 483,911  33,667

(4) 土地
※１

※２
 2,638,217   1,290,887  △1,347,329

有形固定資産合計   6,879,003 42.2  3,868,742 19.8 △3,010,261

２　無形固定資産   45,982 0.3  168,675 0.9 122,692

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券 ※２  1,198,637   1,049,949  △148,687

(2) 長期貸付金   6,415   15,208  8,793

(3) 敷金保証金 ※２  173,682   1,711,489  1,537,807

(4) その他   109,530   238,508  128,978

貸倒引当金   △142,110   △550,263  △408,152

投資その他の資産

合計
  1,346,154 8.3  2,464,893 12.6 1,118,739

固定資産合計   8,271,140 50.8  6,502,310 33.3 △1,768,829

資産合計   16,291,830 100.0  19,551,323 100.0 3,259,493
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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  6,958,798   5,551,829  △1,406,968

２　短期借入金 ※２  7,029,369   49,329  △6,980,039

３　一年内返済長期借入金 ※２  656,848   318,712  △338,136

４　未払費用   558,441   493,430  △65,011

５　未払法人税等   13,483   49,933  36,449

６　繰延税金負債   －   434,862  434,862

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

８　ポイント引当金   －   132,098  132,098

９　賞与引当金   58,116   48,178  △9,938

10　その他   92,557   1,496,895  1,404,337

流動負債合計   16,815,971 103.2  9,131,338 46.7 △7,684,633

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※２  956,417   341,397  △615,020

２　長期未払金   －   1,192,694  1,192,694

３　繰延税金負債   78,971   120,352  41,381

４　再評価に係る繰延

税金負債
※１  310,428   －  △310,428

５　退職給付引当金   1,454,675   1,299,816  △154,858

６　役員退職金引当金   58,570   22,000  △36,570

７　連結調整勘定   －   629,967  629,967

８　その他   26,251   7,732  △18,519

固定負債合計   2,885,313 17.7  3,613,960 18.5 728,647

負債合計   19,701,284 120.9  12,745,298 65.2 △6,955,986

（少数株主持分）         

少数株主持分   7,715 0.1  10,075 0.0 2,360

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※５  2,239,400 13.7  5,389,940 27.6 3,150,540

Ⅱ　資本剰余金   1,989,643 12.2  5,108,985 26.1 3,119,341

Ⅲ　利益剰余金   △8,212,394 △50.4  △3,174,514 △16.2 5,037,880

Ⅳ　土地再評価差額金 ※１  452,482 2.8  △691,797 △3.5 △1,144,280

Ⅴ　その他有価証券評価

差額金
  115,108 0.7  170,987 0.9 55,878

Ⅵ　自己株式 ※６  △1,409 △0.0  △7,651 △0.1 △6,242

資本合計   △3,417,169 △21.0  6,795,949 34.8 10,213,118

負債、少数株主持分

及び資本合計
  16,291,830 100.0  19,551,323 100.0 3,259,493
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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   24,837,751 100.0  25,565,301 100.0 727,549

Ⅱ　売上原価   20,994,251 84.5  14,957,410 58.5 △6,036,840

売上総利益   3,843,500 15.5  10,607,890 41.5 6,764,389

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  11,453,415 46.1  10,899,735 42.5 △553,679

営業損失   7,609,914 △30.6  291,845 △1.0 △7,318,069

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  645   1,123    

２　受取配当金  12,780   9,514    

３　受取検査手数料  34,412   25,608    

４　受取地代家賃  29,329   26,398    

５　連結調整勘定償却額  －   21,750    

６　その他  75,742 152,911 0.6 85,218 169,614 0.7 16,702

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  330,597   257,137    

２　新株発行費  －   74,922    

３　その他  51,019 381,617 1.6 74,438 406,498 1.8 24,881

経常損失   7,838,620 △31.6  528,729 △2.1 △7,309,891

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※２ 1,091,394   646,241    

２　投資有価証券売却益  266,306   270,743    

３　貸倒引当金戻入額  166,549   172,185    

４　役員退職金引当金取崩額  －   56,750    

５　補償金収入 ※３ 31,947   －    

６　その他  － 1,556,197 6.3 734 1,146,655 4.5 △409,541
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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）

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）

Ⅶ　特別損失         

１　財務構造再編費用 ※４ －   263,200    

２　早期退職措置関連損失 ※５ －   156,129    

３　固定資産除却損 ※６ 98,524   79,169    

４　固定資産売却損 ※７ －   60,482    

５　本社及び商品センター移転

費用
※８ －   34,651    

６　投資有価証券評価損 ※９ －   18,599    

７　たな卸資産整理損  －   13,917    

８　前期損益修正損 ※10 －   12,146    

９　返品調整引当金繰入額  452,775   －    

10　その他  － 551,299 2.2 13,618 651,913 2.5 100,614

税金等調整前当期純損失   6,833,722 △27.5  33,987 △0.1 △6,799,734

法人税・住民税及び事業税  13,878   28,274    

法人税等調整額  △152,210 △138,331 △0.5 △424,499 △396,224 △1.5 △257,893

少数株主利益   1,535 0.0  2,360 0.0 825

当期純利益又は当期純損失

(△)
  △6,696,925 △27.0  359,877 1.4 7,056,802
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(3）連結剰余金計算書

  
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） 金額（千円）

増減

（千円）

（資本剰余金の部）       

Ⅰ　資本剰余金期首残高   1,989,643  1,989,643 －

Ⅱ　資本剰余金増加高       

１　増資による新株の発行  － － 5,053,000 5,053,000 5,053,000

Ⅲ　資本剰余金減少高       

１　欠損填補のための資本準備金

取崩高
 － － 1,933,658 1,933,658 1,933,658

Ⅳ　資本剰余金期末残高   1,989,643  5,108,985 3,119,341

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △1,734,676  △8,212,394 △6,477,718

Ⅱ　利益剰余金増加高       

１　当期純利益  －  359,877   

２　土地再評価差額金取崩額  219,207  862,787   

３　資本金取崩による増加高  －  2,015,460   

４　資本準備金取崩による増加高  － 219,207 1,933,658 5,171,783 4,952,575

Ⅲ　利益剰余金減少高       

１　当期純損失  6,696,925  －   

２　土地勘定調整による剰余金

減少高
※１ － 6,696,925 133,902 133,902 △6,563,022

Ⅳ　利益剰余金期末残高   △8,212,394  △3,174,514 5,037,880
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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損失  △6,833,722 △33,987

減価償却費  348,659 296,092

連結調整勘定(費用)  － 3,727

連結調整勘定(収益)  － △21,750

貸倒引当金の増減額  △333,030 △184,815

賞与引当金の増減額  △14,325 △9,938

退職給付引当金の増減額  △71,255 △396,157

返品調整引当金の増減額  1,030,823 △892,288

受取利息及び配当金  △13,425 △10,637

支払利息  330,597 257,137

投資有価証券売却損益  △266,306 △270,743

固定資産売却損益  △1,091,394 △585,759

固定資産除却損  98,524 79,169

売上債権の増減額  3,684,087 962,878

たな卸資産の増減額  2,049,605 1,629,652

仕入債務の増減額  △432,685 △2,303,606

前期損益修正損  － 12,146

その他  △298,638 997,283

小計  △1,812,487 △471,599

利息及び配当金の受取額  13,425 10,637

利息の支払額  △341,356 △239,107

法人税等の支払額  △18,125 △25,557

営業活動によるキャッシュ・

フロー
 △2,158,543 △725,626
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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
   

有形固定資産の取得による支出  △178,503 △267,471

有形固定資産の売却による収入  1,589,685 4,772,551

無形固定資産の取得による支出  － △6,434

投資有価証券の取得による支出  △3,618 △223,542

投資有価証券の売却による収入  356,195 769,094

連結の範囲変更に伴う子会社株

式の取得による支出 
※２ － △1,213,952

連結の範囲変更に伴う子会社株

式の取得による収入 
※２ － 18,325

敷金保証金の払込による支出  － △466,673

敷金保証金の払戻しによる収入  312,518 278,243

その他  17,143 440,251

投資活動によるキャッシュ・

フロー
 2,093,420 4,100,391

Ⅲ　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  1,714,369 △7,202,685

長期借入れによる収入  － 14,000

長期借入金の返済による支出  △741,479 △1,044,107

新株予約権の発行による収入  － 210,000

新株予約権の行使による収入  － 3,780,000

優先株式の発行による収入  － 2,000,000

普通株式の発行による収入  － 4,250,000

新株発行費の支出  － △74,922

自己株式の取得による支出  △650 △6,242

財務構造再編費用の支出  － △263,200

財務活動によるキャッシュ・

フロー
 972,239 1,662,842

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  907,116 5,037,607

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  295,285 1,202,401

Ⅵ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 1,202,401 6,240,009
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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、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、営業

キャッシュ・フローについては、連結キャッシュ・フロー

計算書作成初年度（平成13年１月期）以降連続してマイ

ナスの状況となっております。また、当連結会計年度に

おいて6,696,925千円の当期純損失を計上したことによ

り3,417,169千円の債務超過の状況となりました。こうし

た状況から当社グループ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。

当社グループは、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徹底したコストの削減」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。

連結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連結財務諸表に反映して

おりません。

当連結会計年度は９期ぶりに当期純利益を計上いたし

ました。しかし、５期連続して営業損失を計上し、営業

活動によるキャッシュ・フローについても、連結キャッ

シュ・フロー計算書作成初年度（平成13年１月期）以降

連続してマイナスを計上しております。これにより当社

グループ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。

当社グループは、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。

連結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連結財務諸表には反映

しておりません。
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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

項目
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 子会社８社の全てを連結子会社としており

ます。

子会社10社の全てを連結子会社としており

ます。

連結子会社の名称

株式会社トレイン、株式会社グッド

タイム、株式会社グレース南部、株

式会社ファミリーウェイ、株式会社

ジェーエヌジェー、株式会社コスギ

ファッションネット、株式会社新潟

コスギニット、株式会社栃木コスギ

ニット

連結子会社の名称

株式会社グッドタイム、株式会社グ

レース南部、株式会社ファミリーウ

ェイ、株式会社ジェーエヌジェー、

株式会社コスギファッションネット、

株式会社新潟コスギニット、株式会

社栃木コスギニット、株式会社タガ

ラ、有限会社ニーズ、株式会社ミナミ 

 

 

株式会社タガラは平成17年７月29日に

株式の取得により、有限会社ニーズは

同年８月31日に出資持分の全てを取得

したことにより、株式会社ミナミは同

年11月30日に株式の全てを取得したこ

とにより、当連結会計年度から連結の

範囲に含めることといたしました。

連結子会社であった株式会社トレイン

は、清算を結了したため、上記の連結

子会社に含んでおりませんが、清算結

了までの期間の損益は、連結損益計算

書に含まれております。

２ 持分法の適用に関する事項 関連会社がないため持分法の適用はあり

ません。

同左

３ 連結子会社の事業年度等に

関する事項

(1) 連結子会社のうち、株式会社トレイン、

株式会社グッドタイム、株式会社ファ

ミリーウェイ、株式会社ジェーエヌ

ジェー、株式会社コスギファッション

ネット、株式会社新潟コスギニット及

び株式会社栃木コスギニットの決算日

は当社と同一（１月31日）であります。

(1) 連結子会社のうち、株式会社グッドタ

イム、株式会社ファミリーウェイ、株

式会社ジェーエヌジェー、株式会社コ

スギファッションネット、株式会社新

潟コスギニット、株式会社栃木コスギ

ニット、株式会社タガラ、有限会社ニ

ーズ及び株式会社ミナミの決算日は当

社と同一（１月31日）であります。

(2）連結子会社株式会社グレース南部の決

算日は12月31日であります。連結財務

諸表の作成に当たっては、12月31日現

在の決算財務諸表を使用しております。

(2）　　　　　　　同左
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項目
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 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

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結会計年度末日の市場価格等

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。

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

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により

評価しております。

時価のないもの 

移動平均法による原価法により

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。

デリバティブ

時価法によっております。

デリバティブ

同左

たな卸資産

主として最終仕入原価法に基づく原

価法によっておりますが、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。

たな卸資産

主として最終仕入原価法に基づく原

価法によっておりますが、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

4,172,341千円

 当期評価損計上額

430,576千円

(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

当社の建物及び構築物の一部

定額法

(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

 

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　　　　　　

定額法を採用しております。

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
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項目
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）

③ 長期前払費用　　　　　

定額法を採用しております。

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

――――――

 

(3）繰延資産の処理方法

新株発行費は支払時に全額費用処理し

ております。 

(4) 重要な引当金の計上基準

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。

(4）重要な引当金の計上基準

貸倒引当金

同左

返品調整引当金

連結会計年度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、連結会計年度末前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。

返品調整引当金

同左

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。

賞与引当金

同左

退職給付引当金

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、

当連結会計年度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、各期の発生時

における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（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。

退職給付引当金

同左
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項目
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）

役員退職金引当金

役員退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく連結会計年度末要支給

額を計上しております。

役員退職金引当金

同左

―――――― ポイント引当金

ポイントカードにより顧客に付与し

たポイントの使用に備えるため、連

結会計年度末において将来使用され

ると見込まれる額を計上しておりま

す。

――――――

 

(5) 外貨建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連結会計年度

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。

(6) 重要な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。

(6) 重要なリース取引の処理方法

同左

(7) 重要なヘッジ会計の方法

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、特例処理の用件を満たしている

場合は特例処理を採用しております。

(7) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対象

・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
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項目
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 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を比較し、

その比率を基礎に判断しております

が、特例処理の要件に該当すると判

定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

(8) 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。

(8) 消費税等の会計処理

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方法は、

全面時価評価法によっております。

同左

６ 連結調整勘定の償却に関す

る事項

該当事項はありません。 連結調整勘定の償却については、その金

額が僅少の場合を除き発生日以後５年間

で均等償却しております。

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計年度中に確

定した連結会社の利益処分等に基づいて

作成しております。

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ヶ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。

同左
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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の変更

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）

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、当連

結会計年度より期末前２ヵ月間の売上高に返品の実績率

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、税金

等調整前当期純損失が1,229,791千円多く計上されていま

す。

──────

表示方法の変更

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　連結キャッシュ・フロー計算書

前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めておりました「返品調整引

当金の増減額」は、重要性が増したため、当連結会計

年度において区分掲記することに変更いたしました。

なお、前連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・

フローの「その他」に含めておりました「返品調整引

当金の増減額」は36,947千円であります。

──────
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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）

────── 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日以降に開始する連結会計年度より外形標準課税制度

が導入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の連結損益計算書上の表

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、経常損失及び税金等調整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

（連結貸借対照表関係）

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　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

土地の当連結会計年度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格の合計額を

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

土地の当連結会計年度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格の合計額を

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 3,723,478千円

土地 2,635,088千円

投資有価証券 1,179,585千円

計 8,331,981千円

定期預金 876,679千円

売掛金  49,358千円

たな卸資産 604,263千円

建物 1,359,081千円

土地 470,342千円

投資有価証券 750,732千円

敷金保証金  781,905千円

計 4,892,362千円

は、長期借入金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6,039,369千

円の担保に供しております。

は、買掛金13,185千円及び長期借入金640,494千円

（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　この他受取手形割引高は1,034,279千円であります。 ※３　この他受取手形割引高は723,732千円であります。

　４　偶発債務

従業員の銀行借入金27,035千円に対して債務保証を

行っております。

──────

 

※５  発行済株式総数 普通株式 27,500,000株 ※５　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

※６　連結会社が保有する提出会社の株式の数 ※６　連結会社が保有する提出会社の株式の数

普通株式 17,053株 普通株式 39,230株
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（連結損益計算書関係）

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　主要な費目及び金額は次のとおりであります。 ※１　主要な費目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 1,320,613千円

広告宣伝費 821,191千円

給料諸手当 2,226,229千円

賞与金 244,454千円

賞与引当金繰入額 54,800千円

退職給付費用 195,402千円

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 461,862千円

減価償却費 321,627千円

荷造運賃及び物流諸掛 1,143,620千円

広告宣伝費 686,890千円

給料諸手当 2,240,803千円

賞与金 139,358千円

賞与引当金繰入額 48,178千円

退職給付費用 200,271千円

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 715,028千円

減価償却費 274,712千円

※２　固定資産売却益 ※２　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。

主に中央区日本橋堀留町及び大阪市港区の土地・建

物等の売却に伴うものであります。 

※３　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。

 

──────

 

※４　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。

──────

 

※５　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
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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）

※６　固定資産除却損 ※６　固定資産除却損

器具及び備品 83,890千円

その他 14,633千円

計 98,524千円

器具及び備品 67,239千円

その他 11,929千円

計 79,169千円

──────

 

※７　固定資産売却損

主に越谷市の土地・建物等の売却に伴うものであり

ます。 

──────

 

※８　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

─────―

 

※９　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。

──────

 

※10　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。

（連結剰余金計算書関係）

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　連結貸借対照表上の土地勘定残高を、連結グループ

内での当初取得価額で表示するための剰余金の減額

であります。
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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　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

現金及び預金勘定の金額と現金及び現金同等物の期

末残高は一致しております。

※１　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

同左

──────

 

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と

取得のための収入(純額)との関係は次のとおりであ

ります。 

 株式会社タガラ(平成17年7月31日現在)

流動資産 267,756千円

固定資産 89,366千円

流動負債 △357,094千円

固定負債 － 

連結調整勘定 △25千円

少数株主持分 △2千円

株式会社タガラの取得価額 1千円

株式会社タガラの現金及び現

金同等物

△18,326千円

差引：株式会社タガラの取得

による収入

18,325千円

 有限会社ニーズ(平成17年8月31日現在)

流動資産 42,215千円

固定資産 3,418千円

流動負債 △57,336千円

固定負債 △24,025千円

連結調整勘定 44,728千円

有限会社ニーズの取得価額 9,000千円

有限会社ニーズの現金及び現

金同等物

△477千円

差引：有限会社ニーズの取得

による支出

8,522千円

 株式会社ミナミ(平成17年11月30日現在)

流動資産 2,695,538千円

 固定資産 2,453,809千円

 流動負債 △1,312,370千円

 固定負債 △1,485,247千円

連結調整勘定 △651,690千円

株式会社ミナミの取得価額 1,700,039千円

株式会社ミナミの現金及び現

金同等物

△494,609千円

差引：株式会社ミナミの取得

による支出

1,205,429千円
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（リース取引関係）

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）

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）

機械装置及び
運搬具

66,177 49,970 16,206

器具及び備品 554,270 271,276 282,993

合計 620,447 321,247 299,200

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）

機械装置及び
運搬具

68,838 59,399 9,438

器具及び備品 742,435 383,881 358,554

合計 811,273 443,280 367,992

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 114,485千円

１年超 184,714千円

合計 299,200千円

１年以内 144,132千円

１年超 223,860千円

合計 367,993千円

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 133,593千円

減価償却費相当額 133,593千円

支払リース料 112,267千円

減価償却費相当額 112,267千円

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）

前連結会計年度（自　平成16年２月１日　至　平成17年１月31日）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 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
   

株式 331,201 629,676 298,474

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

株式 645,943 541,549 △104,394

合計 977,145 1,171,225 194,080

　（注）　当連結会計年度において、その他有価証券で時価のある株式について減損処理を行ったものはありません。

２　当連結会計年度に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

356,195 266,306 －

３　時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券

非上場株式（店頭売買株式を除く）　　　　　　27,411千円

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）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 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
   

株式 685,980 983,572 297,592

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

株式 21,851 15,599 △6,252

合計 707,831 999,172 291,340

２　当連結会計年度に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

769,094 270,743 －

３　時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券

非上場株式                    　　　　　50,776千円

　（注）１ 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、

投資有価証券評価損18,500千円を計上しております。

　　　　２ 減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価の取得原価に対する下落率が50％以上の銘柄につい

ては減損処理を行っております。
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（デリバティブ取引関係）

１　取引の状況に関する事項

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）取引の内容及び利用目的

当社グループは、資金調達上の金利リスクを回避する

ため、金利スワップ取引を行っております。

(1）取引の内容及び利用目的

同左

(2）取引に対する取組方針

当社グループは、変動相場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

とはしない方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引に係るリスクの内容

当社グループが利用している金利スワップ取引は、そ

の後の市場変動による利得の機会を失うことを除きリ

スクを有しておりません。また、当社グループのデリ

バティブ取引の契約先は、いずれも信用度の高い国内

の銀行であり、相手先の契約不履行による信用リスク

は、ほとんどないと判断しております。

(3）取引に係るリスクの内容

同左

(4）取引に係るリスクの管理体制

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。

(4）取引に係るリスクの管理体制

同左

２　取引の時価等に関する事項

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益

前連結会計年度（平成17年１月31日）

　当社グループが行っているデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されるため、記載の対象から除い

ております。

当連結会計年度（平成18年１月31日）

　当社グループが行っているデリバティブ取引は、全てヘッジ会計が適用されるため、記載の対象から除い

ております。
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（退職給付関係）

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）

１　採用している退職給付制度の概要

当社グループは、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を採用しております。

２　退職給付債務に関する事項

①　退職給付債務 △2,263,703千円

②　年金資産 567,932千円

③　未積立退職給付債務（①＋②） △1,695,770千円

④　未認識数理計算上の差異 453,873千円

⑤　未認識過去勤務債務 △212,777千円

⑥　連結貸借対照表計上額純額（③＋④＋⑤） △1,454,675千円

⑦　前払年金費用 －千円

⑧　退職給付引当金（⑥－⑦） △1,454,675千円

　（注）　一部の子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３　退職給付費用に関する事項

①　勤務費用 123,707千円

②　利息費用 37,882千円

③　期待運用収益 △14,571千円

④　過去勤務債務の費用処理額 △23,641千円

⑤　数理計算上の差異の費用処理額 77,552千円

⑥　退職給付費用 200,929千円

　（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「①　勤務費用」に計上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②　割引率 1.5％

③　期待運用収益率 2.0％

④　数理計算上の差異の処理年数 10年

⑤　過去勤務債務の処理年数 10年
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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　採用している退職給付制度の概要

当社グループは、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を採用しております。

２　退職給付債務に関する事項

①　退職給付債務 △1,541,246千円

②　年金資産 109,949千円

③　未積立退職給付債務（①＋②） △1,431,297千円

④　未認識数理計算上の差異 320,615千円

⑤　未認識過去勤務債務 △189,135千円

⑥　連結貸借対照表計上額純額（③＋④＋⑤） △1,299,816千円

⑦　前払年金費用 －千円

⑧　退職給付引当金（⑥－⑦） △1,299,816千円

　（注）　一部の子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３　退職給付費用に関する事項

①　勤務費用 133,831千円

②　利息費用 33,145千円

③　期待運用収益 △11,358千円

④　過去勤務債務の費用処理額 △23,641千円

⑤　数理計算上の差異の費用処理額 72,956千円

⑥　退職給付費用 204,932千円

　（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「①　勤務費用」に計上しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

①　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

②　割引率 1.5％

③　期待運用収益率 2.0％

④　数理計算上の差異の処理年数 10年

⑤　過去勤務債務の処理年数 10年
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（税効果会計関係）

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　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 3,522,301千円

たな卸資産 1,073,542千円

貸倒引当金 78,324千円

返品調整引当金 291,894千円

退職給付引当金 579,198千円

役員退職金引当金 23,832千円

その他 252,493千円

繰延税金資産小計 5,821,587千円

  

評価性引当額 △5,821,587千円

繰延税金資産合計 －千円

繰越欠損金 6,430,520千円

たな卸資産 347,375千円

貸倒引当金 343,700千円

返品調整引当金 82,503千円

退職給付引当金 528,333千円

役員退職金引当金 8,951千円

その他 388,593千円

繰延税金資産小計 8,129,978千円

  

評価性引当額 △6,059,940千円

繰延税金資産合計 2,070,038千円

(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

未払金（連結時価評価） △2,477,702千円

土地（連結時価評価） △27,197千円

その他有価証券評価差額金 △120,352千円

繰延税金負債合計 △2,625,252千円

  

繰延税金負債の純額 △555,214千円

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、税金等調整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、税金等調整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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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前連結会計年度及び当連結会計年度は、全セグメントの売上高の合計、営業利益及び全セグメントの資産の

金額の合計額に占める「各種繊維二次製品の製造及び販売」の割合がいずれも90％を超えているため、事業

の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度及び当連結会計年度は、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に占め

る「本邦」の割合がいずれも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

前連結会計年度及び当連結会計年度は、海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記

載を省略しております。

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）

兄弟会社等 

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

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

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

親会社の

孫会社 
三生興産㈱

静岡県

伊東市
490

不動産賃

貸業等
－ － 投資先

資金の投資 540
投資有

価証券
10

資金の受入 1,070 前受金 540
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（１株当たり情報）

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）

１株当たり純資産額 △124.34円

１株当たり当期純損失 243.65円

１株当たり純資産額 34.01円

１株当たり当期純利益 3.77円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  3.27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

連結損益計算書上の当期純損失 6,696,925千円

普通株式に係る当期純損失 6,696,925千円

連結損益計算書上の当期純利益 359,877千円

普通株式に係る当期純利益 341,626千円

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

当連結会計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 27,485,599株 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）

　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）

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株につき金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株につき金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  

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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５．仕入及び販売の状況
(1）仕入実績

 （単位　千円）

部門別

前連結会計年度 当連結会計年度

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 7,146,095 43.9 5,207,589 41.9 △1,938,506 △27.1

婦人外着 5,791,617 35.6 3,831,333 30.8 △1,960,284 △33.8

子供外着 1,323,538 8.1 922,444 7.4 △401,094 △30.3

肌着・ナイティ 1,466,375 9.0 1,186,614 9.5 △279,761 △19.1

その他の衣料品 － － 536,329 4.3 536,329 －

その他　小物雑貨 551,700 3.4 762,580 6.1 210,880 38.2

合計 16,279,325 100.0 12,446,889 100.0 △3,832,436 △23.5

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

 （単位　千円）

部門別

前連結会計年度 当連結会計年度

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 11,265,632 45.4 11,236,138 44.0 △29,494 △0.3

婦人外着 8,577,500 34.5 7,710,573 30.2 △866,927 △10.1

子供外着 1,991,576 8.0 1,546,193 6.0 △445,383 △22.4

肌着・ナイティ 2,139,712 8.6 1,920,754 7.5 △218,958 △10.2

その他の衣料品 － － 1,337,263 5.2 1,337,263 －

その他　小物雑貨 863,328 3.5 1,814,380 7.1 951,052 110.2

合計 24,837,751 100.0 25,565,301 100.0 727,553 2.9

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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