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１．18年３月期の連結業績（平成17年４月１日～平成18年３月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は単位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３月期 64,714 (21.6) 292 (△65.0) 601 (△40.4)

17年３月期 53,217 (27.0) 835 (75.0) 1,008 (67.6)

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３月期 291 (△40.5) 12 59 12 25 7.6 1.8 0.9

17年３月期 488 (1,015.5) 24 74 22 47 16.5 3.5 1.9

（注）１．持分法投資損益 18年３月期 1,312百万円 17年３月期 －百万円

２．期中平均株式数（連結） 18年３月期 22,014,509株 17年３月期 19,762,784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

(2）連結財政状態  

総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本

百万円 百万円 ％  円 銭

18年３月期 33,570 3,965 11.8 179 72

17年３月期 32,126 3,654 11.4 166 70

（注）期末発行済株式（連結） 18年３月期 22,067,000株 17年３月期 21,921,400株

(3）連結キャッシュ・フローの状況  

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３月期 1,337 △3,329 612 5,185

17年３月期 △808 △1,891 3,369 6,503

(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 37社 持分法適用非連結子会社数 ―社 持分法適用関連会社数 2社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 7社 （除外） 2社 持分法（新規） 1社 （除外） ―社

２．19年３月期の連結業績予想（平成18年４月１日～平成19年３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 34,000 300 △300

通　期 71,000 1,800 450

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　20円39銭

※　上記の予想は本資料の発表日現在に入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今後の様々な要因

によって予想数値と異なる場合があります。

なお、上記業績予想に関する事項は、添付資料の10ページを参照してください。
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１．企業集団の概況
　当社の属する企業集団は、筆頭株主の株式会社ヤマノネットワークを中心としたグループであり、当社、その他の関

係会社、その子会社及び関連会社等で構成されております。ヤマノグループの主な事業内容は美容に関連した流通・製

造等の各部門を網羅する事業グループであります。

　当社及びヤマノグループについて図示すると次のとおりであります。

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び子会社37社並びに関連会社2社で構成されており、主に和装品、

宝飾品、洋装品、寝装品等の販売を行っております。その事業内容と当社及び関係会社の事業における位置付けは次の

とおりであります。

 

㈱ヤマノネットワーク 当    社 

堀 田 産 業 ㈱ 意 匠 撚 糸 の 製 造 ・ 販 売 

㈱ 丸 正 繊 維 製 品 の 販 売 

50.4％ 

30.9％ 株式所有割合 

53.8％ 

6.7％ 

0.6％ 

　なお、次の６部門は「連結財務諸表、注記」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。

事業区分 会社名 主要取扱商品

和装事業

※ ㈱ヤマノリテーリングス
振袖、留め袖、訪問着、和装小物、着付け教室等

宝飾品、寝具、コート、毛皮等

※ ㈱丸正
振袖、留め袖、訪問着、七五三祝着、和装小物、

アパレル、寝具等

※ 四菱㈱
振袖、留め袖、訪問着、七五三祝着、和装小物、

アパレル、寝具等

※ ㈱錦
振袖、留め袖、訪問着、七五三祝着、和装小物、

宝飾品等

※ ㈱全国教育産業協会 留め袖、訪問着、和装小物、着付け教室等

その他４社

宝飾事業

㈱ヤマノジュエリーシステムズ
ダイヤモンドリング、ファッションリング、ネックレス、

時計等

※ ［㈱トリニティ］
ダイヤモンドリング、ファッションリング、ネックレス、

時計、コート、毛皮等

※ ［㈱ムトウヤマノ］ ダイヤモンドリング、ファッションリング、ネックレス等
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事業区分 会社名 主要取扱商品

洋装事業

堀田産業㈱ 意匠撚糸

※ 丸福商事㈱
レディース（シップス・ボトム・アウター）、キッズ（子

供・ベビー服）

［東京ブラウス㈱］
ブラウス、スカート、パンツ、ワンピース、靴、バック、

ハンカチ等

［タケオニシダ・ジャパン㈱］ ブラウス、ドレス

［㈱ＨＡＭＡＮＯ1880］ ハンドバック等

その他５社

寝装事業 ※ ㈱丸正
マットレス・羽毛・羊毛ふとん、タオルケット、毛布、タ

オル、健康機能寝具等

ブランド事業
㈲寛斎デザイン研究所 商標権の保有、商標権の賃貸

［㈱寛斎スーパースタジオ］ ブランドライセンス管理、各種企画・デザイン

健康関連事業

ロイヤル・コスモ㈱ 健康関連商品、化粧品、宝飾品等

㈱ヤマノスポーツシステムズ スポーツ用品、登山用品

その他５社

 美容事業 

㈱ビューティ多賀志  美容室の運営

㈱エックスワン  化粧品、健康食品、浴用剤等

その他１社

 その他の事業

㈱ヤマノクレジットサービス 割賦販売斡旋業務等

ヤマノインベストメント㈱ 投資事業組合の組合財産の運用及び管理

㈱アールエフシー 前払い式特定取引業

その他３社

　（注）１．※の会社については、複数セグメントを事業としているため、主なセグメントに記載しております。
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　平成18年３月31日現在の事業系統図は、次のとおりであります。

  《中核事業会社》 《 卸 関 係 》  《 小 売 関 係 》   

 ㈱ヤマノリテーリングス※  

 [四君子㈱]  

 [㈱きのはな]※  

 ㈱錦※  

 ㈱全国教育産業協会※  

 [㈱天創]  

 [他１社]  

 丸六㈱  

和装事業 

㈱ヤマノリテー

リングス 

㈱丸正 

 

 取引先  

 ㈱ヤマノリテーリングス※  

 [㈱きのはな]※  

 ㈱錦※  

 ㈱ヤマノジュエリーシステムズ  

 ㈱ムトウヤマノ  

   

宝飾事業  

㈱丸正※ 

四菱㈱※ 

丸福商事㈱※ 

[㈱トリニティ] 

 取引先  

 ㈱ヤマノリテーリングス※  

 [㈱ＨＡＭＡＮＯ1880]  

 [タケオニシダ・ジャパン㈱]  

 ㈱エマイユ  

洋装事業 堀田産業㈱ 

堀田産業㈱ 

[他１社] 

[東京ブラウス㈱] 

[他１社] 
 取引先  

顧 客 

 ㈱ヤマノリテーリングス※  
寝装事業  ㈱丸正※ 

 取引先  
顧 客 

   

   

当社関係

会 社 
ブランド

事 業 

 
㈲寛斎デザイン研究所 

[㈱寛斎スーパースタジオ] 
   取 引 先 

  ロイヤル・コスモ㈱  

  [他４社]  

  ㈱ヤマノスポーツシステムズ  

健康関連

事 業 

  ビッグバンスポーツ㈱  

   

 
㈱ビューティ多賀志 

[他１社] 
 

 

 ㈱ヤマノリテーリングス※  

 ㈱全国教育産業協会※  

美容事業 ㈱エックスワン 

   

  [㈱丸正ベストパートナーズ]  

  ㈱ヤマノクレジットサービス  

  ヤマノインベストメント㈱  

  ㈱アールエフシー  

当

社

（

持

株

会

社

）

 

そ の 他 

事業 

 

  ㈱ヤマノ・スエヒロ・ダイニング  

顧 客 

  商品の販売  ライセンスの供与   
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　（注）１．子会社は、全社連結子会社であります。

２．［　］は、全て連結孫会社であります。

３．丸六㈱は、関連会社で持分法適用会社です。

４．㈱丸正及び堀田産業㈱は、東証第二部へ上場しております。

５．㈱ムトウヤマノ、ビッグバンスポーツ㈱、㈱ヤマノ・スエヒロ・ダイニング、㈱エマイユ、㈱ビューティ多

賀志及び㈱ビューティプラザについては、株式を取得したことにより、㈱SAKAMURAについては新規設立によ

り、当連結会計年度より連結の範囲に含めております。

６．㈱ヤマノビバスポーツは、平成17年10月1日付で㈱パワーズと合併し、㈱ヤマノスポーツシステムズに商号を

変更しております。

７．㈱サトウダイヤモンドチェーンは、平成17年10月1日付で㈱ビゴールと合併し、㈱ヤマノジュエリーシステム

ズに商号を変更しております。

８．㈱かねもりは、㈱ヤマノリテーリングスに商号を変更しております。

９．※は、全て複数セグメントのため、重複しております。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社は持株会社として、当社グループを一体とした経営を進めてまいります。

　当社グループは、山野愛子の「美道五原則・髪・顔・装い・精神美・健康美」に加え「衣食住遊学」をテーマに、

外見の美しさだけでなく心の美しさを含め、その素晴らしさを一人でも多くの方に広めていきたいと願い、山野愛子

が提唱した「美道五原則」を企業理念としております。そして、「美道五原則」を実現するためＭ＆Ａを積極的に実

施し、グループを拡大して行く所存であります。

　また、「美道五原則」に通じる事業をコア事業と定義し、経営資源を集中し、お客様に満足していただける商品及

びサービスを提供することにより、その対価として得られる、お客様の信用、収益によって株主価値の一層の向上を

目指してまいります。

　当社グループは、株主・顧客・取引先・社員すべての利益と幸福を追求することが「美道五原則」の実現に他なら

ないと確信し、以下の３つを最重要課題として事業運営にあたっております。

１．顧客、取引先、社員に共通する信頼

２．積極的な情報開示

３．株主への利益還元

(2）利益配分に関する基本方針

　当社における配当の基本方針は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。安定的

な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、当社の配当原資は、主に当社グループの子会社からの

経営指導料、受取配当金となっているため財務状況等を総合的に勘案し業績に応じた成果の配分を行うことを基本方

針としております。

(3）投資単位の引下げに関する考え方及び方針等

　当社は、株式の流通の活性化を促進し、投資家層の拡大を図るため、平成16年９月１日付けをもって、株式会社ジャ

スダック証券取引所における売買単位を1,000株から100株に変更しております。

(4）目標とする経営指標

　財務内容の充実と高い収益力の企業を目指し、中期的な目標値として下記の指標を設定しております。

株主資本利益率　ＲＯＥ（当期純利益／株主資本）20％

売上高経常利益率（各事業部門）　　　　　　５％以上

(5）中長期的な経営戦略

　当社グループは、各社の自主責任経営の考え方をグループ経営の根幹とし、グループレベルでの戦略設定を行いま

す。グループレベルでの戦略設定は、会議体をベースとした各社間横断的組織が行い、当社は、グループ経営会議体

の事務局として、経営戦略の立案・執行（Ｍ＆Ａ、業務提携、新規事業）、財務戦略の立案・執行、人事全般、法務

全般、ＩＲ、広報業務等を実施いたします。

　また、具体的には以下の４つを中期経営計画の基本戦略とし収益基盤の強化及び企業価値の向上を目指してまいり

ます。

１．既存事業部門の収益向上

・きもの企画生産・流通・販売機能をグループ内に確立したことにより粗利率を確保

・新規顧客・新規取引先の開拓

２．「美道五原則」及び「衣食住遊学」に即したＭ＆Ａ

３．各部門の独立採算による連結収益の拡大

４．グループ経営の強化

・人材の流動化、適材適所の人員配置

・業務フローの改革と共通するインフラの整備

・経営資源の有効活用により「シナジー効果」の向上
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(6）会社の対処すべき課題

　消費需要の低迷が続く一方、当業界においては優勝劣敗が進むなど業界構造の大きな変化が始まろうとしており、

将来ビジョンと適切な戦略の実施が何より求められております。当社は、持株会社体制への移行により、グループで

統一された戦略の下、より効率的かつ機動的な経営を進めるための体制を整備致しました。

　また、各グループ企業を、「和装事業」「宝飾事業」「洋装事業」「寝装事業」「健康関連事業」「美容事業」「ブ

ランド事業」「その他事業」とし事業の整備及び事業領域を明確に致しました。これにより各事業を相互に補完する

ことで、当社グループとして収益と成長を実現し企業価値の増大を図ってまいります。

　当社グループといたしましては、Ｍ＆Ａを基本的な手法として、販売チャンネルの拡大を図り積極的な事業展開に

努めるほか、各事業体との連携強化により、一層の業績向上に努める所存であります。

　なお、当社連結子会社の堀田産業株式会社は、丸福商事株式会社の全株式を取得し子会社としたことにより、株式

会社東京証券取引所から実質的な存続会社ではないと認定されました。それにより同社は、新規上場審査に準じた審

査を受けるための猶予期間に入りました。堀田産業株式会社及び堀田グループは、今後早期に同社が新規上場審査に

準じた審査を通過するよう、当社からの独立性を保ちつつ再建努力を行っております。しかし、同社が新規上場審査

に準じた審査に適合しないまま、猶予期間が終了（平成19年３月末）した場合、監理ポストに割り当てられることと

なります。当社グループとしてはかかる事態の回避のため、あらゆる方策を講ずる所存であります。

(7）親会社等に関する事項

 （平成18年３月31日現在）

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

㈱ヤマノネットワーク
上場会社が他の会社の関連会社であ

る場合における当該他の会社
30.9 なし

　（注）　当社は、価格及びその他の取引条件については当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

　(8) 内部管理体制整備・運用状況

　平成18年５月に開示する予定のコーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な

考え方及びその整備の状況」に記載される事項と内容が重複しますので、記載を省略しております。
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３．経営成績
(1）当期の概況

①　業績

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油高及び原材料価額の上昇といった景気減速懸念があるなか、企業収

益の改善や製造業を中心とした設備投資が引き続き増加傾向にあり、景気は穏やかな回復基調にて推移いたしました。

　当業界におきましても、業種・業態の垣根を越えた競争の激化に加え、お客様より品質、納期、価格等の観点で

より高いサービスレベルを要求されており厳しい状況が続いております。

　このような状況のなか、当社グループは、デパートのワンフロアに、美容室、プレタポルテ、きものサロン、宝

飾・時計サロン、カフェなど7つのビューティゾーンを持つ総合ショップ「ヤマノファインラウンジBe do」１号店

を「さくら野百貨店仙台店」に平成17年4月に出店したほか、引き続き、Ｍ＆Ａを積極的に推進し、㈱ムトウヤマノ、

ビッグバンスポーツ㈱、㈱エマイユ、㈱ヤマノ・スエヒロ・ダイニング、㈱ビューティ多賀志及び㈱ビューティプ

ラザ他１社を子会社といたしました。

　また、当社グループ各社の経営管理機能の強化を目的として社長クラス、役員クラス、幹部クラスに分類した幹

部教育を実施し人材育成に努めたほか、当社グループカードを発行し会員の獲得による固定客の囲い込みに取り組

んで参りました。

　これらの結果、当連結会計年度の売上高は、647億14百万円 (前期比21.6%増)となりました。

　しかしながら、洋装事業において、卸会社でのベビー子供服関連の小売部門の完全撤退を断行したほか、市場変

化に対応すべく商品構成の見直し等の戦略的な取り組みを行ってまいりましたが、期待した効果が現れるまである

程度時間がかかることにより、大幅な営業損失を計上いたしました。

　また、㈱ビューティ多賀志において、店舗閉鎖の撤退時期の遅れにより家賃及び人件費等の諸経費が計画通り削

減が進まなかったこと、また営業権償却費の増加により当初計画より大幅に乖離した営業損失となったことも影響

し、連結経常利益は6億1百万円 (前期比40.4％減)となりました。

　当期純利益につきましては、特別利益として雇用助成金6億26百万円、債務免除益3億23百万円、保険解約返戻金

1億43百万円等を計上いたしましたが、当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計基準」を適用したことに伴

い、減損損失3億9百万円、子会社の業績不振による連結調整勘定の一括償却2億13百万円、貸倒引当金繰入額1億85

百万円を特別損失に計上した結果、連結当期純利益は、2億91百万円（前期比40.5％減）となりました。

　

　事業の種類別セグメントにおける業績は、以下のとおりであります。

　事業区分については、従来「和装事業」、「宝飾事業」、「洋装事業」、「寝装事業」、「健康関連事業」、「ブ

ランド事業」及び「その他事業」の７区分としていましたが、「美容事業」のセグメントの営業損益及び資産の金

額が全セグメントの営業損益、資産の金額の合計額の10％以上となったことから「その他事業」を「美容事業」及

び「その他事業」に事業区分を変更することといたしました。

１）「和装事業」

　和装事業においては、消費需要の低迷と市場規模の縮小化傾向が続いており、厳しい状況にあります。このよ

うな状況のなか、小売部門では、訪問販売及び催事販売の伸び悩みが続いているため、店頭販売の強化と若い世

代の顧客獲得に努めてまいりました。卸部門では、自社催事並びに得意先主催催事の取り組みを強化するほか、

新ブランドの開発や新規得意先等の開拓を積極的に展開してまいりました。

　この結果、和装事業の売上高は、164億95百万円（前期比1.7％減）となり、営業利益4億7百万円（前期比9.0％

増）となりました。

２）「宝飾事業」

　宝飾事業につきましては、消費活動の慎重さから引続き需要の低迷が続き厳しい状況にありますが、新規連結

子会社㈱ムトウヤマノの参入効果もあり売上高は、大幅に増加いたしました。このような状況のなか、平成17年

10月1日に㈱サトウダイヤモンドチェーンと㈱ビ・ゴールの合併を行いました。スケールメリットを生かし、業務

の効率化を行い、宝飾事業の中核会社として新たに㈱ヤマノジュエリーシステムズとしてスタート致しました。

また、グループ各社の合同大型催事を実施し、変動費の軽減に努めたほか、催事での品揃えを豊富にし、顧客満

足度の向上を図りました。

　この結果、宝飾事業の売上高は、112億51百万円（前期比22.5％増）となり、営業利益2億13百万円（前期比

37.0％増）となりました。
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３）「洋装事業」

　洋装事業につきましては、価格競争の激化等厳しい経営環境下で季節衣料の販売不振が続きましたが、新規連

結子会社とした㈱エマイユが寄与したことから売上高は、ほぼ前年実績を推移することができました。

　しかし、丸福商事㈱におけるレディース部門の再構築・ベビー子供服関連の小売部門の撤退等ビジネスモデル

の変革並びにタケオニシダ・ジャパン㈱における商品構成の見直しと新たな商品構築のための在庫処分等を断行

したことも業績に大きく影響しました。

　この結果、洋装事業の売上高は、133億30百万円（前期比0.8％増）となり、営業損失4億42百万円（前期比較7

億30百万円減）となりました。

４）「寝装事業」

 寝装事業につきましては、ブランド企画商品の開発推進の強化に努めるほか、商品及び企画等の共有化を行い、

住生活関連商材の価格の変化に対応できるよう政策を図りましたが、売上高は減少し、営業損失となりました。

　この結果、寝装事業の売上高は、31億34百万円（前期比4.9％減）となり、営業損失2億2百万円（前期比較2億

92百万円減）となりました。

５）「健康関連事業」

　健康関連事業につきましては、㈱ヤマノスポーツシステムズよる㈱スポーツワールドの営業譲受や早期の降雪

によるウィンター用品の好調により大幅な売上高の増加となった一方、在庫の圧縮や経費節減に努めてまいりま

した。

　この結果、健康関連事業の売上高は、118億63百万円（前期比165.8％増）となり、営業利益2億1百万円（前期

比62.5％増）となりました。

６）「ブランド事業」

　ブランド事業につきましては、大型イベントに積極的に参加し寛斎ブランドの知名度の向上を図りました。こ

れにより寛斎ブランドが堅調な売上高に寄与し、営業利益は増加いたしました。

　この結果、ブランド事業の売上高は、8億97百万円（前期比1.5％増）となり、営業利益3億2百万円（前期比

9.2％増）となりました。

７）「美容事業」

　美容事業につきましては、主に、美容室の運営、化粧品等の販売であります。この業界も低価格競走により、

厳しい状況にあります。主に、㈱ビューティ多賀志を子会社にしたことから、売上高は増加いたしました。しか

し、当初計画した店舗閉鎖の遅れによる家賃及び人件費の増加と営業権償却費の追加により、利益は当初計画よ

り大幅な乖離となりました。

　この結果、美容事業の売上高は、57億87百万円となり、営業損失3億59百万円となりました。

８）「その他事業」

　その他事業につきましては、主に、金融事業、飲食事業等であります。前連結事業年度まで、化粧品等の販売

を行っていた、㈱エックスワンを美容事業に変更したことから、売上高、営業利益とも大幅に減少いたしました。

　この結果、その他事業の売上高は、19億54百万円となり、営業損失2百万円となりました。

②　財政状況

　当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純利益が７億８百

万円（前年同期比３億97百万円の減）となり、長期借入による収入、社債の発行による収入などがあったものの、

営業譲受による支出、長期借入金の返済による支出、短期借入金の減少などにより前連結会計年度に比べ13億17百

万円減少し51億85百万円となりました。

（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、13億37百万円（前年同期比で21億46百万円の収入増）となりました。

　これは主に、売上債権の減少２億26百万円、棚卸資産の減少60百万円と非資金費用の増加によるものであります。
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（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果支出した資金は、33億29百万円（前年同期比で14億37百万円の収入減）となりました。

　これは主に、有形固定資産の取得による支出3億28百万円及び営業譲受による支出32億86百万円によるものであり

ます。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果得られた資金は、６億12百万円（前年同期比で27億56百万円の収入減）となりました。

　これは主に、長期借入による収入39億54百万円、社債の発行による収入17億31百万円、また長期借入金の返済に

よる支出16億85百万円、短期借入金の減少19億78百万円、長期未払金支払いによる支出９億90百万円によるもので

あります。

（キャッシュ・フロー指標の推移）

平成15年３月期 平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期

自己資本比率（％） 10.4 8.8 11.4 11.8

時価ベースの自己資本比率（％） 15.9 15.0 34.3 27.7

債務償還年数（年） 100.4 7.5 ― 9.0

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍）
0.7 6.2 ― 7.0

　（注）１．各指標の算出は以下の算式を使用しております。

自己資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利息の支払額

２．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

３．株式時価総額は、期末株価終値×期末発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

４．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用し

ております。有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利息を支払っている全ての負債を

対象としております。また、利息の支払額については、連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使

用しております。

(2）次期の業績見通し

　今後の経済情勢につきましては、引続き国内民間需要に支えられた景気回復が見込まれる一方で、原油価格の高騰

や食の安全性をめぐる問題等の影響から依然不透明な経済情勢が続くものと予想それます。

　このような経営環境のなか当社グループは、Ｍ＆Ａを積極的に展開し、低迷する市場の中で市場シェアを高め、売

上高の伸長を目指しております。また、当社グループは、経営効率向上を目的に資産の圧縮、有利子負債の節減に取

り組んでいるほか、売上原価、諸経費の見直しをはじめコスト節減に努力いたしております。

　以上の見通しにより、通期連結業績につきましては、売上高は710億円（前年同期比9.7％増）、経常利益は18億　

円（前年同期比199.5％増）、当期純利益４億50百万円（前年同期比54.6％増）を予想しております。
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４．事業等のリスク
(1）業績変動のリスク

　当社グループの事業は、主に和装品、宝飾品、洋装品、寝装品等で成熟産業に属しております。特に和装品、宝飾

品につきましては、高額品のため顧客にとって当社グループの商品を購入することは、多くの場合必要不可欠なこと

であるとは言えません。また、当社グループのターゲット市場における景気後退及びそれに伴う需要の縮小は、当社

グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。そのほか、消費性向及び商品トレンドの変化によ

り売上高の減少、冷夏暖冬などの天候不順、台風などの気象状況により、売上を見込んでいる時期の業績が伸び悩み、

当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(2）海外取引に伴う為替リスク

　当社グループは、海外から商品の一部を仕入ております。現在は、外貨建て取引に対する為替予約等のリスクヘッ

ジを行っておりますが、今後中期的に海外より商品の仕入が増加すると予想され、これに伴い、為替変動が業績に影

響を与える可能性があります。

(3）当社グループの販売員及び代理店に対する依存度について

　当社グループの子会社には、委託販売売上があり、雇用契約のない販売員や代理店に販売を委託しております。今

後も当該販売員及び代理店が安定的な収入が確保できるよう努めておりますが、販売員及び代理店とは資本関係がな

く取引の継続性や、安定性が保証されていないため、販売員及び代理店の取引方針の変更によっては、当社グループ

の業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

(4）法的規制について

　当社グループの一部子会社は、主に家庭市場において和装品、宝飾品、健康関連商品等の訪問販売を行い、「訪問

販売等に関する法律」の規制を受けており、当社グループとして法令遵守を徹底しております。今期、子会社におい

て、訪問販売事業を展開する会社の営業の全部を譲り受けたことや、今後、「訪問販売等に関する法律」に該当する

子会社の増加が見込まれることから、将来、訪問販売に関する規制を強化するような法改正が行われる等により、家

庭訪問による販売体制の効率性を維持できなくなった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

(5）顧客情報の管理について

　当社グループは販売の特性上、顧客情報を取り扱っております。当社グループといたしましては、社内教育を行う

など顧客情報管理の徹底に努めておりますが、今期において小売事業の子会社の増加があったことから、より多くの

顧客情報を取り扱うため、顧客情報の流出により問題が発生した場合、将来的な事業展開、経営成績及び財政状況等

に影響を及ぼす可能性があります。

(6）投融資について

　当社グループは和装事業、洋装事業、宝飾事業等を軸として、主に民事再生会社等を中心にＭ＆Ａを積極的に展開

してまいりましたが、今後、幅広いビジネス展開を積極的に行っていく方針であります。その実現のために設備投資、

子会社設立、子会社の合併、買収等について、国内外を問わず行うことも考えられます。当社グループといたしまし

ては、投融資案件に対し、リスク及びリターンを厳密に事前評価し投融資を行う予定でありますが、投融資先の事業

の状況が当社グループの業績に与える影響を確実に予想することは困難であり、当社グループの財政状態及び経営成

績に影響を与える可能性があります。

(7）堀田産業株式会社の新規上場審査基準に準じた審査について

　平成16年３月30日、当社連結子会社の堀田産業株式会社は、丸福商事株式会社の全株式を取得して同社を子会社と

いたしました。これに関し、株式会社東京証券取引所は、本子会社化後の堀田産業株式会社が実質的な存続会社では

ないと認定し、これにより堀田産業株式会社は、新規上場審査基準に準じた審査を受けるための期間（猶予期間）に

入りました。

(8）業績の季節的変動要因について

　当社グループには、季節的変動があり、売上高は第２四半期及び第４四半期へ集中する傾向にあります。

　売上高は、グループ各社の合同展示会、新作発表会、春物等の展示会の開催により、第２四半期と第４四半期に集

中しております。

　一方、費用面においては、売上高に関わらず広告宣伝費、人件費、賃借料等は、毎月発生する費用であるため、従っ

て、第１四半期及び第３四半期の売上高に対する費用負担が大きくなっております。
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(9）資金調達について

　当社グループは、銀行借入及び社債発行等によりM＆A資金及び運転資金等の資金調達を行っております。しかしな

がら、金融環境の変動・当社グループの信用力低下の場合には、資金調達が制約される可能性があり、その結果、当

社グループの業績が悪影響を受ける可能性があります。

(10) 財務制限条項等について

　当社グループは、M＆A資金及び運転資金の資金調達を目的に銀行借入等の契約を締結しております。

　当該契約の一部には、各連結会計年度末及び各中間連結会計期間における連結営業損失、連結経常損失を計上しな

いこと、連結純資産を一定水準以上に維持すること等の財務制限条項、その他担保提供・資産譲渡・出資維持等に関

する制約条項等が付されております。

  これらの条項に抵触した場合は当該契約上の債務について、金利引上げ、期限の利益を喪失する可能性があり、そ

の結果、当社グループの業績等が悪影響を受ける可能性があります。

(11) 金利市場の変動について

　当社グループは、銀行借入等の有利子負債による資金調達を実施しており、金利情勢、その他金融市場の変動によ

る金利市場の変動の影響を受けております。当社グループは、これら金利市場の変動によるリスクを回避するために

金利スワップ取引等を行っておりますが、これらにより、リスクを完全に回避・低減できる保証はありません。その

結果、当社グループの業績等が悪影響を受ける可能性があります。
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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３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３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 6,606,257 5,301,250 △1,305,007

２．受取手形及び売
掛金

※2 7,092,799 6,876,819 △215,980

３．たな卸資産 ※2 6,696,789 6,763,794 67,005

４．繰延税金資産 488,260 637,045 148,785

５．その他 1,074,988 1,557,715 482,726

貸倒引当金 △195,830 △169,541 26,289

流動資産合計 21,763,265 67.7 20,967,084 62.5 △796,180

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構築
物

※2 2,836,802 3,621,754  

減価償却累計
額

△1,505,673 1,331,129 △1,930,148 1,691,605 360,476

(2）機械装置及び
運搬具

278,199 84,872  

減価償却累計
額

△192,628 85,571 △60,507 24,364 △61,206

(3）工具器具備品 1,486,342 1,504,429  

減価償却累計
額

△1,191,096 295,246 △1,162,491 341,938 46,692

(4）土地 ※2 2,294,615 2,228,031 △66,584

有形固定資産合
計

4,006,562 12.5 4,285,940 12.7 279,377

２．無形固定資産  

(1）営業権 318,265 1,237,699 919,433

(2）連結調整勘定 676,104 584,386 △91,718

(3）その他 663,781 597,691 △66,089

無形固定資産合
計

1,658,151 5.2 2,419,777 7.2 761,625
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３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）

３．投資その他の資
産

 

(1）投資有価証券 ※1,2 623,762 613,028 △10,733

(2）長期貸付金 24,410 145,824 121,413

(3）敷金・保証金 3,135,396 4,530,891 1,395,494

(4）繰延税金資産 276,383 219,494 △56,889

(5）その他 ※2 1,841,953 1,606,265 △235,687

貸倒引当金 △1,203,556 △1,217,662 △14,105

投資その他の資
産合計

4,698,350 14.6 5,897,842 17.6 1,199,492

固定資産合計 10,363,064 32.3 12,603,560 37.5 2,240,495

資産合計 32,126,329 100.0 33,570,645 100.0 1,444,315
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３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

 7,609,415 7,486,912 △122,503

２．短期借入金 ※2 4,481,025 2,603,015 △1,878,009

３．１年以内返済予
定長期借入金

※2 946,921 1,709,499 762,578

４．未払金 1,578,622 1,738,456 159,833

５．未払法人税等 348,275 701,331 353,055

６．繰延税金負債 534 － △534

７．賞与引当金 328,403 350,130 21,727

８．返品調整引当金 63,739 71,886 8,146

９．仕入債務引当金 73,570 － △73,570

10．その他 ※2 2,738,928 4,106,118 1,367,189

流動負債合計 18,169,436 56.5 18,767,350 55.9 597,913

Ⅱ　固定負債  

１．社債 ※2 2,114,000 2,843,250 729,250

２．長期借入金 ※2 2,421,706 3,863,044 1,441,338

３．長期未払金  2,758,605 1,670,239 △1,088,365

４．繰延税金負債 232,220 238,400 6,180

５．退職給付引当金 598,468 318,381 △280,086

６．役員退職慰労引
当金

282,449 291,454 9,005

７. その他 ※2 98,298 149,112 50,814

固定負債合計 8,505,748 26.5 9,373,883 27.9 868,135

負債合計 26,675,184 83.0 28,141,234 83.8 1,466,049

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 1,796,927 5.6 1,463,621 4.4 △333,305
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３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 ※4 1,184,339 3.7 1,198,219 3.6 13,880

Ⅱ　資本剰余金 1,721,212 5.4 1,736,241 5.2 15,029

Ⅲ　利益剰余金 744,051 2.3 925,556 2.7 181,505

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

34,104 0.1 76,677 0.2 42,572

Ⅴ　為替換算調整勘定 △25,525 △0.1 32,103 0.1 57,629

Ⅵ　自己株式 ※5 △3,964 △0.0 △3,009 △0.0 954

資本合計 3,654,217 11.4 3,965,789 11.8 311,571

負債、少数株主持
分及び資本合計

32,126,329 100.0 33,570,645 100.0 1,444,315
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(2）連結損益計算書

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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 53,217,340 100.0 64,714,235 100.0 11,496,894

Ⅱ　売上原価 24,427,828 45.9 33,363,026 51.6 8,935,198

売上総利益 28,789,512 54.1 31,351,209 48.4 2,561,696

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1,2 27,954,144 52.5 31,058,881 47.9 3,104,736

営業利益 835,368 1.6 292,327 0.5 △543,040

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息及び配当金 16,379 11,972  

２．協賛金収入 292,381 502,443  

３．その他 189,375 498,136 0.9 249,337 763,754 1.1 265,617

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 147,289 204,123  

２．手形売却損 44,057 54,829  

３．その他 133,418 324,766 0.6 195,429 454,382 0.7 129,616

経常利益 1,008,738 1.9 601,699 0.9 △407,039
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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．前期損益修正益 87,942 1,310  

２．固定資産売却益 ※3 1,116 1,630  

３．投資有価証券売却益 95,807 83,784  

４．債務免除益 13,750 323,955  

５．貸倒引当金戻入益 41,318 161,110  

６．雇用助成金 － 626,500  

６．保険解約返戻金 － 143,791  

７．その他 116,156 356,093 0.7 80,995 1,423,078 2.2 1,066,985

Ⅶ　特別損失  

１．前期損益修正損 88,295 55,860  

２．店舗閉鎖損 － 192,915  

３．固定資産売却損 ※4 47,294 10,747  

４．固定資産除却損 ※5 65,583 165,788  

５．投資有価証券評価損 15,948 37,609  

６．投資有価証券売却損 7,380 732  

７．減損損失 ※6 － 309,494  

８．貸倒引当金繰入額 － 185,383  

９．連結調整勘定償却費 － 213,378  

10．その他 33,521 258,023 0.5 143,894 1,315,805 2.0 1,057,782

税金等調整前当期純利
益

1,106,808 2.1 708,971 1.1 △397,836

法人税、住民税及び事
業税

384,722 819,620  

法人税等調整額 180,816 565,539 1.1 △116,297 703,322 1.1 137,783

少数株主利益 52,344 0.1 △285,481 △0.4 △337,826

当期純利益 488,924 0.9 291,130 0.4 △197,793
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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４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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 1,098,919 1,721,212

Ⅱ　資本剰余金増加高

１．ストックオプションの権
利行使よる新株の発行

816  13,770  

２．自己株式処分差益 621,476 622,292 1,259 15,029

Ⅲ　資本剰余金期末残高 1,721,212 1,736,241

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 338,070 744,051

Ⅱ　利益剰余金増加高

１．当期純利益 488,924 488,924 291,130 291,130

Ⅲ　利益剰余金減少高

１．配当金 78,744 109,625

２．役員賞与 4,200 82,944 － 109,625

Ⅳ　利益剰余金期末残高 744,051 925,556
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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４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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 1,106,808 708,971

減価償却費 353,431 456,515

有形固定資産除却損 65,583 164,404

有形固定資産売却損 47,294 10,747

有形固定資産売却益 △1,116 △1,630

営業権償却 81,835 360,506

連結調整勘定償却額 88,521 376,177

貸倒引当金の減少額 △116,201 △42,825

退職給付引当金の減少額 △123,196 △164,583

役員退職慰労引当金の増
(減)額

△144,382 9,005

賞与引当金の増加額 35,321 21,727

受取利息及び受取配当金 △16,379 △11,972

支払利息 147,289 204,123

手形売却損 44,057 54,829

投資有価証券売却益 △95,807 △83,784

債務免除益 － △323,955

減損損失 － 309,494

売上債権の(増)減額 △5,443 226,736

たな卸資産の(増)減額 △1,020,156 60,296

仕入債務の減少額 △279,964 △136,447

役員賞与の支払額 △4,200 －

その他 △257,545 24,812

小　　計 △94,249 2,223,147

利息及び配当金の受取額 16,379 11,968

利息の支払額 △169,826 △190,672

手形売却損 △44,057 △54,829

法人税等の支払額 △517,144 △652,045

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△808,900 1,337,569

－ 20 －



前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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

有価証券及び投資有価証
券取得による支出

△168,360 △17,794

有価証券及び投資有価証
券売却による収入

195,005 161,159

有形固定資産の取得によ
る支出

△1,099,258 △328,263

有形固定資産の売却によ
る収入

199,564 51,445

無形固定資産の取得によ
る支出

△527,795 △108,873

貸付けによる支出 △293,377 △69,333

貸付金の回収による収入 466,289 49,071

敷金・保証金の差入によ
る支出

△343,812 △229,008

敷金・保証金の返還によ
る収入

255,033 422,421

営業譲受による支出 ※3 △453,655 △3,286,736

子会社株式の取得による
支出

△993 △178,699

新規連結子会社株式の取
得による収入

※2 649,511 23,920

新規連結子会社株式の取
得による支出 

※2 △1,061,766 △6,986

定期預金の純増減額 245,000 42,725

その他 47,030 145,798

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△1,891,585 △3,329,154
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）

  

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 2,487,550 △1,978,040

長期借入金の返済による
支出

△1,645,982 △1,685,559

長期借入による収入 1,010,000 3,954,500

社債発行による収入 1,144,600 1,731,693

社債償還による支出 △158,000 △351,750

株式の発行による収入 1,632 24,612

少数株主による株式払込
による収入

－ 39,309

自己株式の売却による収
入

1,031,434 2,214

配当金の支払額 △78,744 △109,625

長期未払金の減少額 △414,905 △990,239

少数株主に対する配当金
の支払額

△4,297 △24,186

その他 △3,982 －

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

3,369,305 612,929

  

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る
換算差額

△3,606 60,970

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加
額

665,213 △1,317,685

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首
残高

5,838,222 6,503,435

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末
残高

※1 6,503,435 5,185,750
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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４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数32社 (1）連結子会社の数37社

連結子会社の名称 連結子会社の名称

　２頁「企業集団の概況」に記載して

おります。 

　タケオニシダ・ジャパン株式会社に

ついては、営業譲受、株式会社天創、

東京ブラウス株式会社並びに同社子会

社1社、株式会社ヤマノビバスポーツ、

株式会社アールエフシー、株式会社パ

ワーズについては、株式を取得したこ

とにより、また、ヤマノインベスト株

式会社は設立したため、当連結会計年

度より連結の範囲に含めることといた

しました。

　なお、北海道アールシー有限会社及

び大阪アールシー有限会社は、平成16

年9月1日付で九州アールシー有限会社

と合併したため、連結の範囲から除い

ております。

また、ソフランリビング株式会社及び

株式会社よねはらは、平成16年10月1

日付で株式会社丸正と合併したため、

連結の範囲から除いております。

　２頁「企業集団の概況」に記載して

おります。

(新規設立による増加　１社）

株式会社SAKAMURA

(株式取得による増加　６社）

株式会社ムトウヤマノ

ビッグバンスポーツ株式会社

株式会社ヤマノ・スエヒロ・ダイニ

ング

株式会社エマイユ

株式会社ビューティ多賀志

株式会社ビューティプラザ

(合併による減少　２社）

株式会社ビ・ゴール

株式会社パワーズ

２．持分法の適用に関する事項 (1) 持分法適用の関連会社の数1社    

　主要な会社名　　丸六株式会社

なお、丸六株式会社については、新

たに株式を取得したことから、当連

結会計年度より持分法適用の関連会

社に含めております。

(1) 持分法適用の関連会社の数2社    

主要な会社名

　丸六株式会社

　他１社

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、有限会社寛斎デザイ

ン研究所、株式会社寛斎スーパースタジオ

及びロイヤル・コスモ株式会社の決算日

は1月31日、株式会社エックスワン、株式

会社ビ・ゴール、株式会社きのはな及び株

式会社アールエフシーの決算日は2月28日

であり連結決算日との差は３ヶ月以内であ

るため、当該連結子会社の事業年度に係る

財務諸表を基礎として連結を行っておりま

す。連結決算日と上記の決算日等との期間

に発生した重要な取引については、連結上

必要な調整を行っております。

　なお、東京ブラウス株式会社及び四君子

株式会社は、決算日を3月31日に変更して

おります。

　また、株式会社錦の決算日は９月30日で

あり、連結財務諸表の作成に当たって、連

結決算日現在で実施した仮決算に基づく財

務諸表を使用しております。

　連結子会社のうち決算日が1月末日の会社

　有限会社寛斎デザイン研究所

　株式会社寛斎スーパースタジオ

　ロイヤル・コスモ株式会社

　連結子会社のうち決算日が2月末日の会社

　株式会社エックスワン

　株式会社ムトウヤマノ

　株式会社アールエフシー

　株式会社エマイユ

　株式会社きのはな

　株式会社ビューティ多賀志

　株式会社ビューティプラザ

　連結財務諸表の作成にあたっては、当該

決算日における財務諸表を使用しており、

決算日との間に生じた重要な取引は、連結

上必要な調整を行っております。

　また、株式会社錦の決算日は、9月30日

であります。連結財務諸表の作成に当たっ

て、連結決算日現在で実施した仮決算に基

づく財務諸表を使用しております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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

イ　有価証券

(イ）その他有価証券

イ　有価証券

(イ）その他有価証券

時価のあるもの

　決算日の市場価格等に基づく時価

法を採用しております。（評価差額

は全部資本直入法により処理し、売

却原価は主として移動平均法により

算定）

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

　なお、投資事業有限責任組合及び

これに類する組合への出資(証券取引

法第２条第２項により有価証券とみ

なされるもの)については、組合契約

に規定される決算報告日に応じて入

手可能な最近の決算書を基礎とし、

持分相当額を純額で取り込む方法に

よっております。

時価のないもの

移動平均法による原価法

 

ロ　デリバティブ

時価法

ロ　デリバティブ

同左

ハ　たな卸資産 ハ　たな卸資産

(イ）商品

個別法に基づく原価法

(イ）商品

同左

(ロ）貯蔵品

最終仕入原価法に基づく原価法

(ロ）貯蔵品

同左

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法

イ　有形固定資産

定率法(ただし、平成10年４月１日以降

に取得した建物(付属設備を除く。)に

ついては定額法)を採用しております。

イ　有形固定資産

同左

ロ　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）

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。

ロ　無形固定資産

同左

ハ　長期前払費用

定額法を採用しております。

ハ　長期前払費用

同左

(3）繰延資産の処理方法 イ　新株発行費

支出時に全額費用として処理しており

ます。

イ　新株発行費

同左

ロ　社債発行費

支出時に全額費用として処理しており

ます。

ロ　社債発行費

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(4）重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

売上債権等の貸倒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。

イ　貸倒引当金

同左

ロ　賞与引当金

連結子会社の一部は従業員に対して支

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。

ロ　賞与引当金

同左

ハ　退職給付引当金

　連結子会社の一部は、従業員及び歩

合給販売員の退職給付に備えるため、

自己都合退職による期末要支給額の

100％を計上しております。

ハ　退職給付引当金

　同左

ニ　役員退職慰労引当金

　当社及び一部の連結子会社は、役員

の退職慰労金の支出に備えて、退職慰

労金支給の内規に基づく当期末要支給

額を計上しております。

　なお、現在当社は、退職慰労金支給

の内規を凍結しているため、平成13年

9月30日までの役員退職慰労引当金額

を計上しております。

ニ　役員退職慰労引当金

同左

ホ　返品調整引当金

　一部の連結子会社は、和洋既製服売

上に係る返品に対処するため、当連結

会計年度の一定の期間の売上高を基礎

として返品見込額のうち売買利益相当

額を計上しております。

ホ　返品調整引当金

同左

ヘ　仕入債務引当金

　洋装事業の再編過程で発生すると見

込まれる仕入債務相当額について、合

理的な金額を計上しております。

 ――――

 

(5）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、為替差額

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は、

連結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相場により

円貨に換算しております。 

同左

(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。

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(7）重要なヘッジ会計の方法 イ　ヘッジ会計の方法

繰延ヘッジ処理を採用しております。

また、為替変動リスクのヘッジについ

て振当処理の要件を充たしている場合

には振当処理を、金利スワップについ

て特例処理の条件を充たしている場合

には特例処理を採用しております。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ会計を適用したヘッジ手段と

ヘッジ対象は以下の通りであります。

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ヘッジ手段……金利スワップ

　　　　　　　通貨スワップ

 

ヘッジ対象……借入金

　　　　　　　外貨建金銭債務

　　　　　　　外貨建予定取引

 

ハ　ヘッジ方針

為替リスク及び金利リスクの低減並び

に金融収支改善のため、対象債務の範

囲内でヘッジを行っております。

ハ　ヘッジ方針

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

ヘッジ対象とヘッジ手段の資産・負債

に関する重要な条件が同一である場合

には、ヘッジ有効性評価を省略してお

ります。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(8）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

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

抜き方式によっております。

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

連結調整勘定の償却については、５年間で

の均等償却を行っております。

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

について連結会計年度中に確定した利益処

分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

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

項目
前連結会計年度

（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．固定資産の減損に係る会

計基準

――――― 　当連結会計年度より、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））及

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）を適用しておりま

す。これにより、税金等調整前当期純利

益が309,494千円減少しております。

　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。
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表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

（連結貸借対照表） （連結貸借対照表）

(1）前連結会計年度まで区分掲記しておりました「破産・

更生債権等」（当連結会計年度末の残高は1,151,631千円）

は、資産の総額の100分の5以下となったため、投資その他

の資産の「その他」に含めて表示することにしました。

(2）「証券取引法等の一部を改正する法律」（平成16年法

律第97号）が平成16年６月９日に公布され、平成16年12月

１日より適用となること及び「金融商品会計に関する実務

指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年２月15日

付で改正されたことに伴い、当連結会計年度から投資事業

有限責任組合及びこれに類する組合への出資（証券取引法

第２条第２項により有価証券とみなされるもの）を投資有

価証券として表示する方法に変更しました。

　なお、当連結会計年度の「投資有価証券」に含まれる当

該出資の額は103,750千円であり、前連結会計年度におけ

る投資その他の資産の「その他」に含まれる当該出資の額

は3,750千円であります。

　　　　　　　　　　　―――――

（連結損益計算書）

(1）前連結会計年度において、「為替差益」として独立掲

記していた為替差額は、営業外費用の合計額の100分の10

以下となったため、当連結会計年度においては営業外費用

の「その他」（為替差損5,800千円）に含めて表示してお

ります。

(2）「投資有価証券売却益」は、前連結会計年度まで特別

利益の「その他」に含めて表示しておりましたが、特別利

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、前連結会計年度における「投資有価証券売却益」

の金額は19,302千円であります。

(3）「固定資産売却損」は、前連結会計年度まで特別損失

の「その他」に含めて表示しておりましたが、特別損失の

総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度における「固定資産売却損」の金

額は59,182千円であります。

（連結損益計算書）

(1）「店舗閉鎖損」は、前連結会計年度まで特別損失の

「その他」に含めて表示しておりましたが、特別損失の総

額の100分の10を超えたため区分掲記しました。

　なお、前連結会計年度における「店舗閉鎖損」の金額は、

25,297千円であります。
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 （連結キャッシュ・フロー計算書）

「賞与引当金の増加額」は、前連結会計年度まで「その他

負債の増(減)額」に含めて表示しておりましたが、当連結

会計年度において、重要性が増したため区分掲記しており

ます。

　なお、前連結会計年度の「その他負債の増(減)額」に含

まれている「賞与引当金の増加額」は4,778千円でありま

す。

「返品調整引当金の増加額」は、前連結会計年度まで「そ

の他負債の増(減)額」に含めて表示しておりましたが、当

連結会計年度において、重要性が増したため区分掲記して

おります。

　なお、前連結会計年度の「その他負債の増(減)額」に含

まれている「返品調整引当金の増加額」は2,000千円であ

ります。

　従来区分掲記していた営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他資産の(増)減額」(当連結会計年度△81,927

千円)、「その他負債増(減)額」(当連結会計年度△325,567

千円)及び「その他収支」(当連結会計年度△13,791千円)

につきましては、当連結会計年度より営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他収支」に含めて表示しております。

 （連結キャッシュ・フロー計算書）

「債務免除益」は、前連結会計年度まで「その他収支」に

含めて表示しておりましたが、当連結会計年度において、

重要性が増したため区分掲記しております。

　なお、前連結会計年度の「その他収支」に含まれている

「債務免除益」は13,750千円であります。

追加情報

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日

至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　「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日以後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合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34,050千円増加

しており、営業利益、経常利益及び税金等調整前当期

純利益は、それぞれ34,050千円減少しております。

 ―――――
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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３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。

 投資有価証券（株式） 9,000千円

※１．関連会社に対するものは次のとおりであります。

 投資有価証券（株式）      10,312千円

※２．担保に供している資産 ※２．担保に供している資産

現金及び預金 1,045,870 千円

受取手形 64,788

たな卸資産 77,577

建物及び構築物 203,863

土地 1,342,473

投資その他の資

産「その他」

313,229

計 3,047,802

現金及び預金 19,161 千円

受取手形 92,843

たな卸資産 29,092

建物及び構築物 307,835

土地 1,485,677

投資その他の資

産「その他」

315,580

計 2,250,190

　上記物件等は、短期借入金 181,500千円、長期借

入金 3,137,017千円、1年以内返済予定長期借入金 

558,868千円、１年以内償還予定の社債50,000千円

及び社債600,000千円の担保に供しております。

　なお、一部は、銀行保証に対する担保として差入

れております。

　また、上記のほか、「前払式証票の規制等に関す

る法律」に基づく供託として投資有価証券85,050千

円を差し入れております。

　下記は、株式会社丸正ほか19社が組合員である協

同組合東京ベ・マルシェが東京都からの高度化資金

借入金 8,403,675千円および商工組合中央金庫から

の借入金 2,539,979千円の共同担保に供しているも

のであります。

　上記物件等は、短期借入金 278,800千円、長期借

入金 2,477,468千円、1年以内返済予定長期借入金 

806,936千円、１年以内償還予定の社債 98,000千円、

社債 946,000千円、割引手形 100,016千円及びその

他の固定負債314,192千円の担保に供しております。

　なお、一部は、銀行保証に対する担保として差入

れております。

　また、上記のほか、「前払式証票の規制等に関す

る法律」に基づく供託として投資有価証券 82,201

千円、「割賦販売法第18条の法律」に基づき供託

金 7,550千円、日本割賦販売保証㈱へ受託事業基金

供託金 14,025千円及び預金 42,750千円を差し入れ

ております。

　下記は、株式会社丸正ほか19社が組合員である協

同組合東京ベ・マルシェが東京都からの高度化資金

借入金 7,793,583千円および商工組合中央金庫から

の借入金 2,388,384千円の共同担保に供しているも

のであります。

建物及び構築物 75,901 千円

土地 287,505

計 363,407

建物及び構築物 71,864 千円

土地 287,505

計 359,370

４．受取手形割引高 1,508,593 千円

受取手形裏書高 58,741

３．受取手形割引高 1,325,084 千円

受取手形裏書高 13,839

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式 21,940,858

株であります。

※４．当社の発行済株式総数は、普通株式 22,082,858

株であります。

※５．連結会社が保有する自己株式の数は普通株式 

  19,458株であります。

※５．連結会社が保有する自己株式の数は普通株式

15,858株であります。

　６．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行１行と当座貸越契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高

は、次のとおりであります。

当座貸越極度額 100,000 千円

借入実行残高 －

差引額 100,000

　６．当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行３行と当座貸越契約を締結しております。これ

ら契約に基づく当連結会計年度末の借入未実行残高

は、次のとおりであります。

当座貸越極度額 1,900,000 千円

借入実行残高 1,500,000

差引額 400,000
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前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

　７．　　　　　　　――――― 　７．財務制限条項等

(1) 平成16年2月19日締結の長期借入金690,000千円

（うち、１年内返済予定額230,000千円）につい

て下記の条項が付されております。

①連結ベースでの監査済決算書及び半期決算書にお

いて、損益計算書の営業利益及び経常利益で黒字

を確保する。

②連結ベースでの監査済決算書及び半期決算書にお

いて、平成15年3月時点の貸借対照表の資本の部の

合計額の75％を維持する。

③連結ベースでの監査済決算書において、毎年3月

末の有利子負債の残高が当該決算期の売上高の

30％を上回らない。

その他、担保条項、債権譲渡予約等の条項が設け

られております。 

　 (2) 平成17年6月28日締結の長期借入金731,000千円

（うち、１年内返済予定額172,000千円）について

下記の条項が付されております。

基本契約締結日以降に到来する当社の毎会計年度

末において、決算報告書等に記載する連結での貸

借対照表、損益計算書につき、以下に定める事由

のいずれかが生じた場合には、基本契約の見直し

を目的とした協議をする。

① 営業利益並びに経常利益が赤字になったとき。

② 自己資本比率が0％未満（債務超過状態）となっ

たとき。 

 その他、出資維持等に一定の制限が設けられてお

ります。

　 (3)平成17年9月22日締結の長期借入金1,167,000千円

（うち、１年内返済予定額165,000について下記の

条項が付されております。

① 連結ベースでの監査済決算書及び半期決算書に

おいて、損益計算書の営業利益及び経常利益で黒

字を確保する。

 ② 連結ベースでの監査済決算書及び半期決算書に

おいて、平成17年3月末時点あるいは直近期の貸借

対照表の資本の部の合計額のいずれか大きい方の

75％以上を維持する。

 その他、出資維持、担保提供等に一定の制限が設

けられております。

　 (4)当社は機動的なM＆Aを行うため取引銀行１行とコ

ミットメントライン契約を平成16年12月24日に締

結しております。この契約に基づく当事業年度末

の借入未実行残高は次のとおりであります。 

　 借入極度額 1,000,000 千円

借入実行残高 1,000,000

差引額 0
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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４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の通

りであります。

※１．販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の通

りであります。

販売手数料 4,386,668 千円

給与手当 7,663,739

貸倒引当金繰入額 33,620

賞与引当金繰入額 134,693

退職給付費用 102,551

賃借料 1,026,230

連結調整勘定償却額 88,521

販売手数料 4,257,739 千円

給与手当 8,425,902

賞与引当金繰入額 321,521

退職給付費用 48,225

役員退職慰労引当金繰入額 9,005

賃借料 3,587,058

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 23,190 千円

※２．一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費

 14,273 千円

※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 1,116 千円

計 1,116

※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。

機械装置及び運搬具 265 千円

 その他 1,364 千円

計 1,630

※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 240 千円

機械装置及び運搬具 54 千円

土地 47,000 千円

計 47,294

※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 2,104 千円

機械装置及び運搬具 6,965 千円

土地 1,677 千円

計 10,747

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 25,211 千円

工具器具備品 20,684 千円

その他 19,687 千円

計 65,583

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

建物及び構築物 118,503 千円

機械装置及び運搬具 3,568 千円

工具器具備品 37,054 千円

その他 6,662 千円

計 165,788
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

 　６．　　　　　　　―――――  ※６．減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

千葉県木更

津市
販売施設 土地 54,978

東京都葛飾

区
福利厚生施設 建物及び土地 64,251

その他 遊休資産
建物、工具器具

備品及び土地
20,728

東京都渋谷

区
 － 営業権 147,821

－ 遊休資産 電話加入権 21,713

　当社グループは、事業の関連性により資産のグルーピン

グを行っております。但し、賃貸用資産、遊休資産につい

ては、個々の物件をグルーピングの最小単位としておりま

す。上記資産は、継続的な時下の下落等により、帳簿価額

を回収可能価額まで減損し、当該減少額を減損損失(309,494

千円)として特別損失に計上しております。その内訳は、

建物46,861千円、土地92,907千円、工具器具備品190千円、

営業権147,821千円及び電話加入権21,713千円であります。

　なお、当該資産の回収可能価額は、正味売却価額(固定

資産税評価額を基礎に公示価格相当額へ調整を行った額)

等により算定しております。
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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４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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

※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

(平成17年３月31日現在) (平成18年３月31日現在)

現金及び預金勘定 6,606,257 千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△102,822

現金及び現金同等物 6,503,435

現金及び預金勘定 5,301,250 千円

預入期間が３ヶ月を

超える定期預金
△115,500

現金及び現金同等物 5,185,750

※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

※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

取得による収入又は支出(純額)との関係は次の通り

であります。

なお、資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合は、

省略しております。

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

取得による収入又は支出(純額)との関係は次の通り

であります。

なお、資産及び負債の金額の重要性が乏しい場合は、

省略しております。

㈱ア-ルエフシ- (平成17年2月28日現在) ㈱エマイユ (平成17年8月31日現在)

流動資産 1,123,691 千円

固定資産 29,089

連結調整勘定 △7,838

流動負債 △607,942

㈱ア-ルエフシ-

株式の取得価額 537,000

㈱ア-ルエフシ-

現金及び現金同等物 △1,098,842

差引：㈱ア-ルエフシ-

　　　取得による収入 561,842

流動資産 75,299 千円

固定資産 383,984

流動負債 △358,321

固定負債 △18,079

連結調整勘定 △26,970

少数株主持分 △40,612

㈱エマイユ

株式の取得価額 15,300

㈱エマイユ

現金及び現金同等物 △39,220

差引：㈱エマイユ取得による収入 23,920

㈱パワ-ズ (平成17年3月31日現在) ビッグバンスポーツ㈱(平成17年6月30日現在)

流動資産 1,552,791 千円

固定資産 912,603

連結調整勘定 690,891

流動負債 △883,480

固定負債 △422,099

㈱パワ-ズ

株式の取得価額 1,850,705

㈱パワ-ズ

現金及び現金同等物 △800,038

差引：㈱パワ-ズ取得による支出 △1,050,667

流動資産 141,125 千円

固定資産 418,336

連結調整勘定 248,898

流動負債 △651,872

固定負債 △115,688

ビッグバンスポーツ㈱

株式の取得価額 40,800

ビッグバンスポーツ㈱

現金及び現金同等物 △35,833

差引：ビッグバンスポーツ㈱取得

による支出 4,966
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※３．当連結会計年度に営業の譲り受けにより増加した資

産及び負債の主な内訳

㈱ブテツク武生からの営業譲受に伴い取得した資産

及び負債の内訳は次のとおりであります。

流動資産 245,242 千円

固定資産 61,855

営業権 278,342

流動負債 △246,645

固定負債 △145,138

営業譲受けによる支出 193,655

㈱濱野皮革工藝からの営業譲受に伴い取得した資産

負債の内訳は次のとおりであります。

流動資産 35,010 千円

固定資産 23,518

営業権 201,471

営業譲受けによる支出 260,000

※３．当連結会計年度に営業の譲り受けにより増加した資

産及び負債の主な内訳

㈱スエヒロ芳隆からの営業譲受に伴い取得した資産

及び負債の内訳は次のとおりであります。

流動資産 7,220 千円

固定資産 17,783

営業権 95,745

営業譲受けによる支出 120,750

㈱多賀志からの営業譲受に伴い取得した資産負債の

内訳は次のとおりであります。

流動資産 359,832 千円

固定資産 1,284,869

営業権 1,286,868

営業譲受けによる支出 2,931,571

㈱スポーツワールドからの営業譲受に伴い取得した

資産負債の内訳は次のとおりであります。

流動資産 58,384 千円

固定資産 168,531

営業譲受けによる支出 226,915
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①　リース取引

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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

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

16,535 16,535 ―

工具器具備品 259,430 142,223 117,207

無形固定資産
「その他」

587,131 315,660 271,471

合計 863,098 474,418 388,679

取得価額

相当額

（千円）

減価償却累

計額相当額

（千円）

減損損失累

計額相当額

（千円）

期末残高

相当額

（千円）

建物及び
構築物

14,421 8,049 6,371 －

機械装置
及び運搬
具

133,191 96,709 － 36,481

工具器具
備品

536,440 222,138 23,640 290,661

無形固定資

産「その

他」

758,940 386,570 1,231 371,138

合計 1,442,993 713,467 31,243 698,282

(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年内 137,834 千円

１年超 258,940

計 396,774

１年内 269,215 千円

１年超 496,237

計 765,453

(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 148,011 千円

減価償却費相当額 135,852

支払利息相当額 9,693

支払リース料 260,252 千円

減価償却費相当額 226,893

支払利息相当額 38,463

(4）減価償却費相当額の算定方法 (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。

同左

(5）利息相当額の算定方法 (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。

　　　　　　　　　　 同左

　　　　　　　　――――― ２．オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 15,545千円

１年超 19,704千円

計 35,250千円
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②　有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

前連結会計年度(平成17年3月31日) 当連結会計年度(平成18年3月31日)

種類
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 123,360 240,385 117,025 152,784 363,078 210,294

(2）債券

① 国債・地方債等 40,332 41,576 1,244 ― ― ―

② 社債 ― ― ― ― ― ―

③ その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 163,692 281,961 118,269 152,784 363,078 210,294

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

(1）株式 64,998 58,888 △6,109 7,865 4,999 △2,866

(2）債券

① 国債・地方債等 45,125 43,474 △1,650 85,457 82,201 △3,256

② 社債 ― ― ― ― ― ―

③ その他 ― ― ― ― ― ―

(3）その他 ― ― ― ― ― ―

小計 110,123 102,363 △7,760 93,322 87,200 △6,122

合計 273,815 384,325 110,509 246,107 450,279 204,172

２．連結会計年度中に売却したその他有価証券

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３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）

195,005 95,807 7,380 248,889 83,784 732
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３．時価評価されていない主な有価証券の内容

前連結会計年度(平成17年3月31日) 当連結会計年度(平成18年3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

(1)非上場株式(店頭売買

株式を除く)
130,437 27,317

(2)投資事業有限責任組合

出資金
 125,119

(3)その他 100,000 ―

４．その他有価証券のうち満期があるものの償還予定額

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

区分
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）

合計
（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）

合計
（千円）

①債券

国債・地方債

等
― ― 85,050 ― 85,050 ― ― 82,201 ― 82,201

社債 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

②その他 ― ― ― ― ― ― ― ― ― ―

計 ― ― 85,050 ― 85,050 ― ― 82,201 ― 82,201
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③　デリバティブ取引

１．取引の状況に関する事項

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、金利キャップ取引、

通貨スワップ取引及び金利スワップ取引であります。

(1）取引の内容

　利用しているデリバティブ取引は、金利キャップ取引、

通貨スワップ取引及び金利スワップ取引であります。

(2）取引に対する取組方針

　デリバティブ取引は、グループ全体の将来の金利変動

によるリスク回避を目的としており、投機的な取引は行

わない方針であります。

(2）取引に対する取組方針

同左

(3）取引の利用目的

　デリバティブ取引は、グループ全体の借入金利等の将

来の金利市場における利率上昇による変動リスクを回避

する目的で利用しております。

　なお、デリバティブ取引を利用してヘッジ会計を行っ

ております。

(3）取引の利用目的

 同左

 

ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理によっております。

ヘッジ会計の方法

同左

ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段…金利スワップ

　　　　　　　通貨スワップ

　ヘッジ対象…借入金

　　　　　　　外貨建金銭債務

　　　　　　　外貨建予定取引

　ヘッジ手段…金利スワップ

　　　　　　　通貨スワップ

　ヘッジ対象…借入金

　　　　　　　外貨建金銭債務

　　　　　　　外貨建予定取引

ヘッジ方針

　金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象

債務の範囲内でヘッジを行っております。

　また、金利スワップ取引については、特例処理を採

用しております。

ヘッジ方針

　金利リスクの低減並びに金融収支改善のため、対象

債務の範囲内でヘッジを行っております。

　また、金利スワップ取引については、特例処理を採

用しております。

(4）取引に係るリスクの内容

　金利キャップ取引及び金利スワップ取引は市場金利の

変動によるリスクを有しております。

　なお、取引相手先は高格付を有する金融機関に限定し

ているため信用リスクはほとんどないと認識しておりま

す。

(4）取引に係るリスクの内容

同左

(5）取引に係るリスク管理体制

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限

及び取引限度額等を定めた社内ルールに従い、資金担当

部門が決裁担当者の承認を得て行っております。

(5）取引に係るリスク管理体制

同左

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

　取引の時価等に関する事項についての契約額等は、あ

くまでもデリバティブ取引における名目的な契約額、ま

たは計算上の想定元本であり、当該金額自体がデリバ

ティブ取引のリスクの大きさを示すものではありません。

(6）取引の時価等に関する事項についての補足説明

同左
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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

金利関連

区分 種類

前連結会計年度末(平成17年3月31日) 当連結会計年度末(平成18年3月31日)

契約額等
(千円)

契約額等の
うち1年超
(千円)

時価
(千円)

評価損益
(千円)

契約額等
(千円)

契約額等の
うち1年超
(千円)

時価
(千円)

評価損益
(千円)

市場取

引以外

の取引

金利

キャッ

プ取引

1,000,000 1,000,000 4 － － － － －

前連結会計年度 当連結会計年度

（注）１．時価の算定方法は、取引先金融機関等から提

示された価格等に基づき算定しております。

２．ヘッジ会計が適用されているものについては、

記載対象から除いております。

 ―――――
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④　退職給付

１　採用している退職給付制度の概要

連結子会社の一部においては、退職一時金制度を採用し、退職給付債務として自己都合退職による期末要支

給額100％を計上しております。

２　退職給付債務に関する事項

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

①退職給付債務（千円） △598,468 △318,381

②未積立退職給付債務（千円） △598,468 △318,381

③連結貸借対照表計上額純額（千円） △598,468 △318,381

④退職給付引当金（千円） △598,468 △318,381

　（注）１.連結子会社は、退職給付債務の算定に当たり、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

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

退職給付費用

①勤務費用（千円） 102,551 48,225

②退職給付費用（千円） 102,551 48,225

　（注）　連結子会社は、退職給付費用の算定に当たり、簡便法を採用しております。

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

前連結会計年度
（平成17年３月31日）

当連結会計年度
（平成18年３月31日）

(注) 連結子会社は、簡便法を採用しておりますので、

基礎率等について記載しておりません。

同左
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⑤　税効果会計

前連結会計年度
(平成17年３月31日)

当連結会計年度
(平成18年３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

繰延税金資産（流動）

商品評価損 85,735千円

概算未払費用 75,361

賞与引当金限度超過額 143,784

未払事業税 25,536

商品券限度超過額 37,473

貸倒引当金限度超過額 22,859

繰越欠損金 45,100

その他 330,337

繰延税金資産小計 766,190

評価性引当額 △277,929

繰延税金資産(流動)合計 488,260

繰延税金資産（流動）

棚卸評価損 100,191千円

概算未払費用 73,110

賞与引当金限度超過額 160,261

未払事業税 50,903

貸倒引当金限度超過額 159,635

繰越欠損金 25,351

未実現子会社株式売却損 275,462

その他 106,600

繰延税金資産小計 951,515

評価性引当額 △314,469

繰延税金資産(流動)合計 637,045

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金超過額 317,417

役員退職慰労引当金否認額 43,560

貸倒引当金限度超過額 128,869

連結子会社税務欠損金 5,876,898

関係会社株式評価損 71,316

投資評価引当金 61,050

その他 198,288

繰延税金資産小計 6,697,401

評価性引当額 △6,414,085

繰延税金資産(固定)合計 283,315

繰延税金資産（固定）

退職給付引当金超過額 304,434

減損損失 267,412

減価償却費限度超過額 156,274

連結子会社税務欠損金 2,601,957

関係会社株式評価損 71,316

投資評価引当金 138,976

貸倒引当金限度超過額 65,011

会員権評価損 86,194

その他 195,425

繰延税金資産小計 3,887,005

評価性引当額 △3,639,664

繰延税金資産(固定)合計 247,340

繰延税金負債（流動）

貸倒引当金調整額 △534

繰延税金負債(流動)合計 △534

繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △84,145

土地評価差額金 △182,100

繰延税金負債(固定)合計 △266,246

繰延税金資産の純額 618,139
繰延税金負債（固定）

その他有価証券評価差額金 △48,503

土地評価差額金 △190,648

繰延税金負債(固定)合計 △239,151

繰延税金資産の純額 531,889

繰延税金資産の純額は貸借対照表の以下の項目に含ま

れております。

 

流動資産　―　繰延税金資産 637,045

固定資産　―　繰延税金資産 219,494

固定負債　―　繰延税金資産 △238,400
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前連結会計年度
(平成17年３月31日)

当連結会計年度
(平成18年３月31日)

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

との差異原因

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

との差異原因

法定実効税率 40.7％

(調整)

住民税均等割 5.4

交際費等永久に損金に算入されな

い項目

3.5

連結調整勘定償却額 3.3

その他 △1.8

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
51.1

法定実効税率 40.7％

(調整)

住民税均等割 14.4

交際費等永久に損金に算入されな

い項目

4.4

連結調整勘定償却額 21.6

減損損失 17.8

その他 0.3

税効果会計適用後の法人税等の負

担率
99.2
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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４月１日　至　平成17年３月31日）

和装事業
（千円）

宝飾事業
（千円）

洋装事業
（千円）

寝装事業
（千円）

健康関連
事業
（千円）

ブランド
事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は
全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び

営業損益

売上高

(1）外部顧客

に対する

売上高

16,785,222 9,186,857 13,229,375 3,297,529 4,462,594 883,938 5,371,822 53,217,340 ― 53,217,340

(2）セグメン

ト間の内

部売上高

又は振替

高

62,994 1,419 656 ― ― 38,947 ― 104,017 (104,017) ―

計 16,848,216 9,188,276 13,230,031 3,297,529 4,462,594 922,886 5,371,822 53,321,358 (104,017) 53,217,340

営業費用 16,474,420 9,032,439 12,941,441 3,207,191 4,338,621 645,671 5,214,561 51,854,347 527,625 52,381,972

営業利益 373,795 155,836 288,590 90,338 123,973 277,215 157,260 1,467,011 (631,643) 835,368

Ⅱ．資産、減価

償却費及び

資本的支出

資産 10,252,072 4,604,898 7,791,269 2,333,482 8,267,112 831,132 2,992,596 37,072,564 (4,946,234) 33,126,329

減価償却費 122,855 66,858 115,742 12,936 13,217 54,957 40,215 426,783 8,483 435,266

資本的支出 340,730 188,212 127,805 218,033 30,044 410,643 62,968 1,378,438 263,123 1,641,561

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、商品の種類で区分しております。

２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要な商品

和装事業 振袖、留め袖、訪問着、七五三祝着、和装小物、着付け教室等

宝飾事業 ダイヤモンドリング、ファッションリング、ネックレス、時計等

洋装事業 スーツ、毛皮コート、ハンドバック、ベビー・子供用品等

寝装事業 羽毛・羊毛ふとん、婚礼ふとん、タオルケット等

健康関連事業 スポーツ用品、スポーツ関連商品、健康関連商品等

ブランド事業 商標権使用許諾及び商工業製品のデザイン立案制作

その他事業 化粧品、浴用剤等

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用635,422千円

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,057,210千円であり、その主なものは当社での

余剰運用資産（現金及び有価証券）及び管理部門にかかる資産であります。
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（事業区分の変更）

　　　事業区分については、従来「和装事業」、「宝飾事業」、「洋装事業」、「寝装事業」、「ブランド事業」

及び「その他事業」の６区分としていましたが、「健康関連事業」のセグメントの資産の金額が全セグメン

トの資産の金額の合計額の10％以上となったことから「その他事業」を「健康関連事業」及び「その他事業」

に事業区分を変更することといたしました。

　　　その結果、前連結会計年度と同様の区分によった場合に比し、「その他事業」の売上高は4,462,594千円減

少し、営業利益は123,973千円減少しており、「健康関連事業」の売上高は4,462,594千円増加し、営業利益

は123,973千円増加しております。

当連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

和装事業
（千円）

宝飾事業
（千円）

洋装事業
（千円）

寝装事業
（千円）

健康関連事業
（千円）

ブランド事業
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 16,495,019 11,251,558 13,330,139 3,134,773 11,863,042 897,406

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
61,703 9,419 7,461 － 3,300 57,600

計 16,556,723 11,260,977 13,337,601 3,134,773 11,866,342 955,006

営業費用 16,149,393 11,047,453 13,780,009 3,337,377 11,664,948 652,412

営業利益又は営業損失(△） 407,329 213,524 △442,407 △202,603 201,393 302,594

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出

資産 8,775,565 4,551,699 5,943,750 1,968,902 6,677,567 618,950

減価償却費 92,426 81,377 128,216 24,240 70,188 52,921

減損損失 71,183 － 169,342 － 1,482 544

資本的支出 93,540 54,735 134,865 8,572 135,353 6,212

美容事業
（千円）

その他事業
（千円）

計
（千円）

消去又は全社
（千円）

連結
（千円）

Ⅰ．売上高及び営業損益

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 5,787,666 1,954,629 64,714,235 － 64,714,235

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
235 57,661 197,382 (197,382) －

計 5,787,902 2,012,290 64,911,618 (197,382) 64,714,235

営業費用 6,146,954 2,014,309 64,792,857 (370,949) 64,421,907

営業利益又は営業損失(△） △359,051 △2,018 118,760 173,566 292,327

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支

出

資産 3,927,659 2,262,383 34,726,480 (1,155,835) 33,570,645

減価償却費 326,049 38,680 814,099 5,902 820,002

減損損失 2,689 64,251 309,494 － 309,494

資本的支出 28,160 109,647 571,087 20,194 591,281

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、商品の種類で区分しております。
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２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要な商品

和装事業 振袖、留め袖、訪問着、七五三祝着、和装小物、着付け教室等

宝飾事業 ダイヤモンドリング、ファッションリング、ネックレス、時計等

洋装事業 スーツ、毛皮コート、ハンドバック、ベビー・子供用品等

寝装事業 羽毛・羊毛ふとん、婚礼ふとん、タオルケット等

健康関連事業 スポーツ用品、スポーツ関連商品、健康関連商品等

ブランド事業 商標権使用許諾及び商工業製品のデザイン立案制作

美容事業 化粧品、浴用剤、美容室等

その他事業 信販、投資事業組合、レストラン運営等

３．営業費用のうち、消去または全社の項目に含めた配賦不能営業費用501,996千円

４．資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産の金額は1,472,141千円であり、その主なものは当社での

余剰運用資産（現金及び有価証券）及び管理部門にかかる資産であります。

（事業区分の変更）

　　　事業区分については、従来「和装事業」、「宝飾事業」、「洋装事業」、「寝装事業」、「健康関連事

業」、「ブランド事業」及び「その他事業」の７区分としていましたが、「美容事業」のセグメントの営業

損益及び資産の金額が全セグメントの営業損益、資産の金額の合計額の10％以上となったことから「その他

事業」を「美容事業」及び「その他事業」に事業区分を変更することといたしました。

　　　その結果、前連結会計年度と同様の区分によった場合に比し、「その他事業」の売上高は5,787,902千円減

少し、営業利益は359,051千円増加しており、「美容事業」の売上高は5,787,902千円増加し、営業損失は

359,051千円増加しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前連結会計年度（自平成16年4月1日　至平成17年3月31日）及び当連結会計年度（自平成17年4月1日　至平成18

年3月31日）

　本邦の売上高及び資産の金額は、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の合計額に占め

る割合がいずれも90％超であるため、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4月1日　至平成17年3月31日）

　　海外売上高は、いずれも連結売上高の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。

　　当連結会計年度（自平成17年4月1日　至平成18年3月31日）

　　海外売上高は、いずれも連結売上高の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。
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⑦　関連当事者との取引

前連結会計年度（自平成16年４月１日　至平成17年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の名

称
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）役員の兼任

等
事業上の関

係

法人主要

株主

(株)ヤマ

ノネット

ワーク

東京都

渋谷区
10,000

有価証券

の保有並

びに運用

(被所有)

直接

21.9

１名
建物の

賃借

建物の賃借

（注）
12,000 保証金 10,000

　（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法

当社は、価格及びその他の取引条件は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

(2）役員及び個人主要株主等

属性
氏名及び
会社等の
名称

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）役員の兼任

等
事業上の関

係

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等

㈱ヤマノ

ビュー

ティメイ

ト

東京都

渋谷区
280,000

化粧品の

製造販売

(被所有)

直接

2.3

２名

業務受託及

び

建物の

賃借

業務受託

(注)
20,344 売上高 ―

建物の賃借(注) 15,445 保証金 67,200

役員の近

親者
山野功子 ― ―  ―

(被所有)

直接

0.3

― ― 
ブランドライセ

ンス料
2,000 ― ―

　（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法

当社は、価格及びその他の取引条件は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
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当連結会計年度（自平成17年４月１日　至平成18年３月31日）

(1）親会社及び法人主要株主等

属性
会社等の名

称
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）役員の兼任

等
事業上の関

係

法人主要

株主

(株)ヤマ

ノネット

ワーク

東京都

渋谷区
10,000

有価証券

の保有並

びに運用

(被所有)

直接

30.9

１名
建物の

賃借

建物の賃借

（注）
10,000 ― ―

　（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法

当社は、価格及びその他の取引条件は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

(2）役員及び個人主要株主等

属性
氏名及び
会社等の
名称

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）役員の兼任

等
事業上の関

係

役員及び

その近親

者が議決

権の過半

数を所有

している

会社等

㈱ヤマノ

ビュー

ティメイ

ト

東京都

渋谷区
280,000

化粧品の

製造販売

(被所有)

直接

2.3

２名
建物の

賃借
建物の賃借(注) 39,423 保証金 77,200

役員の近

親者
山野功子 ― ―  ―

(被所有)

直接

0.3

― ― 
ブランドライセ

ンス料
2,333 ― ―

　（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法

当社は、価格及びその他の取引条件は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。

(3）子会社等

属性
会社等の名

称
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）役員の兼任

等
事業上の関

係

関連会社

(株)西田

武生デザ

イン事務

所

 東京都

 大田区
20,000

 商標権

の管理

(被所有)

直接

0.0

なし

子会社の 

商標権使 

用契約によ

り 

資金の貸付

14,000  貸付金 14,000

243  受取利息 －

　（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法

当社は、価格及びその他の取引条件は当社と関連を有しない他の当事者と同様の条件によっております。
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１株当たり純資産額 166円70銭

１株当たり当期純利益 24円74銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
22円47銭

　当社は、平成16年12月30日付で株式1株につき2株の株式

分割を行っております。

　なお、当該株式分割が前期首に行われたと仮定した場合

の前事業年度における1株当たり情報については、以下の

とおりになります。

　1株当たり純資産額　　　　　　114 円　88 銭

  1株当たり当期純利益　　　　　　2 円  20 銭　

　潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額については、

希薄化効果を有している潜在株式が存在しないため記載し

ておりません。

１株当たり純資産額 179円72銭

１株当たり当期純利益 12円59銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益
12円25銭

　（注）　１株当たり当期純利益金額及び潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであ

ります。

前連結会計年度
(自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日)

当連結会計年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり当期純利益金額

当期純利益（千円） 488,924 291,130

普通株主に帰属しない金額（千円） － 14,027

普通株式に係る当期純利益（千円） 488,924 277,103

期中平均株式数（千株） 19,762 22,014

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（千株） 1,996 1,674

（うち新株引受権） (545) (479)

 （うち新株予約権） (1,451) (1,194)

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

商法第280条ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づく新株予約権

 

平成16年６月29日の定時株主

総会決議

353個

商法第280条ノ20及び第280条ノ21

の規定に基づく新株予約権

 

平成16年６月29日の定時株主

総会決議

331個

平成17年６月29日の定時株主

総会決議

526個
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（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．株式会社ムトウと当社子会社のかねもり株式会社の合

　弁会社設立について 

　平成16年11月24日付で、当社及び当社子会社のかねも

り株式会社と株式会社ムトウの三社は、平成17年4月1日

をめどとして、株式会社ムトウとかねもり株式会社の共

同出資のよる同弁会社を設立する旨の基本合意書を締結

いたしました。

　この基本合意書に基づき、株式会社ムトウは、平成17

年2月18日開催の取締役会において、同社のエージェント

事業を平成17年4月1日付にて会社分割し、株式会社ムト

ウヤマノ（新設会社）に承継することを決議し、当社子

会社のかねもり株式会社を割当先とした第三者割当増資

を行い、合弁会社として営業を開始いたしました。

（1）株式会社ムトウヤマノの概要

　　①商号　　　　株式会社ムトウヤマノ

　　②事業内容　　衣料品・健康商材等の展示販売及び

　　　　　　　　　訪問販売

　　③設立年月日　平成17年4月1日

　　④本社所在地　東京都渋谷区代々木一丁目30番7号

　　⑤代表者　　　代表取締役統領　山野　彰英

　　　　　　　　　代表取締役会長　山野　義友

　　　　　　　　　代表取締役社長　三輪　資郎

　　⑥資本金　　　30百万円

　　⑦決算期　　　2月末日

　　⑧大株主　　　かねもり株式会社　60％

　　　　　　　　　株式会社ムトウ　　40％

１．平成18年1月20日付当社子会社の株式会社ヤマノスポー

ツシステムズに、株式会社新星堂のスポーツ事業の営業

を譲り受ける基本合意書を締結いたしました。

この基本合意書に基づき、株式会社ヤマノスポーツシス

テムズは、平成18年4月3日付株式会社新星堂のスポーツ

事業の営業を譲り受けました。

(1)営業譲受の趣旨

　株式会社新星堂のスポーツ事業は、顧客のニーズに対

応すべく、便利性と専門性を重視した品揃えによる「地

域密着型店舗」として展開しており、当社グループとの

経営資源・ノウハウの共有化に加え、シナジー効果や効

率的な経営を行うことによって利益向上が見込めるため

です。

(2)営業譲受先の概要

①商号　　　　　　株式会社新星堂

②本店所在地　　　東京都杉並区上荻一丁目23番1号

③設立年月日　　　昭和39年6月

④代表者名　　　　代表取締役社長　宮崎　正紀

⑤資本金　　　　　31億8,080万円

⑥事業の内容　　　CD、DVD楽器等を中心とした音楽

　　　　　　　　　映像関連商品とスポーツ用品及び

　　　　　　　　　書籍の販売

(3)営業譲渡日

　　 平成18年4月3日

２．平成17年5月9日付で当社とゴールドマン・サックス証

券会社東京支店を含むゴールドマン・サックス・グルー

プが、連合で子会社に株式会社多賀志（保全管理人弁護

士山本卓也）の営業の全部及びこれに付帯する資産の営

業譲渡契約を締結するに先立ち基本合意に至りました。

　株式会社多賀志の概要 

  ①商号　　　　株式会社多賀志

  ②設立年月日  昭和51年7月 

  ③本社所在地　東京都台東区東上野3丁目2番3号

  ④代表者名　　保全管理人弁護士　山本　卓也　

  ⑤資本金　　　10百万円（平成16年2月28日現在）

  ⑥決算期　　　2月末日

  ⑦事業の内容　美容室の経営

  ⑧売上高　　　7,269百万円（平成16年2月期）

 ２．平成18年3月31日付当社子会社の株式会社ビューティ

プラザに株式会社オカ林の営業を譲り受ける営業譲渡契

約を締結し、平成18年5月16日付株式会社オカ林の営業の

全部を譲り受けました。

(1)営業譲受の趣旨

　株式会社オカ林は、関西地方を中心に美容院の店舗展

開していることを活かし、当社の最も得意分野である、

美容室経営、美容技術、美容師の人材補給体制によるグ

ループシナジー効果の創出、オリジナル商品開発など、

業績拡大が見込めるためです。

(2)営業譲受先の概要

①商号　　　　　　株式会社オカ林

②本店所在地　　　大阪市住吉区苅田九丁目15番5号

③設立年月日　　　昭和49年10月

④代表者名　　　　申立代理人　木口　充

⑤資本金　　　　　10百万円

⑥事業の内容　　　美容、理容、エステティック店経営

(3)営業譲渡日

　　 平成18年5月16日
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前連結会計年度
（自　平成16年４月１日
至　平成17年３月31日）

当連結会計年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

３．平成17年6月2日開催の当社取締役会において、経営　

支援中のビッグバンスポーツ株式会社の第三者割当増　

資を当社グループで引き受けて子会社とすることに関　

し、下記のとおり決議いたしました。

（1）株式の取得の理由

　当社は、ビッグバンスポーツ株式会社の第三者割当増

資を引き受けることで、当社グループにおいて、スポー

ツウェア等取扱商品、健康関連商品の増加によるシナジー

効果を創出、会員に当社グループの概況を知ってもらう

ことでグループ全体の売上にも繋がるものと考えており

ます。

 ３．当社において、4月上旬に出向者が自ら関与する会社

を通じて当社グループがイベント会社へ支払った額等約

66百万を流用していることが判明しました。当社グルー

プは、関連する債務を既に支払い済みでありますが、当

社の使用者としての責任から、関係各位との調整の結果

よっては、追加支払等による損失が発生する可能性は否

定できません。当社は、保守的に一部引当金を設定いた

しましたが、損失の発生する可能性及び負担額は未定で

あります。

 （2）ビッグバンスポーツ株式会社の概要  

  ①商号　      ビッグバンスポーツ株式会社

②代表者名　  代表取締役社長　白木　香生

③本店所在地　東京都町田市森野1-39-16

④設立年月日　昭和57年11月

⑤事業の内容　会員制スポーツ・クラブの設置・運営

⑥決算期　    3月31日

⑦従業員の状況　75名、パート社員210名

              (平成17年3月 31日現在)

⑧資本の額　  35百万円(平成17年3月31日現在)

⑨発行済株式総数　700株(平成17年3月31日現在)

  

 （3）増資引受けの内容  

　①引受価額　　　　　　 1株につき50,000円

②引受株式数　　　　普通株式　   1,600株

③引受金額　　　　　 　　　 80,000,000円

 なお、旧株式700株については、民事再生法に基づく再

生計画認可決定により100%減資いたします。

 

（4）増資引受け日程  

   平成17年6月2日（木）  取締役会決議

                      （増資の引き受け）

 平成17年6月2日（木）  申込期日

 平成17年6月2日（木）  払込日

  

 ４．株式会社サトウダイヤモンドチェーンの民事再生手続

終結決定について

 

　　株式会社サトウダイヤモンドチェーンは、宝石・時計

等の店頭販売を行っております。

　同社は、長引く消費不振により人件費を含む経費の見

直しを進めておりましたが、主力店舗が出店していた百

貨店が倒産したことにより貸倒が発生し、売上の減少に

拍車がかかり、平成13年7月に横浜地方裁判所に民事再生

法手続開始の申立てを行いましたが、約4年間で終結の決

定となりました。
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