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１．平成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3月期 10,629 △9.3 △539 － △415 －
17年3月期 11,719 － △182 － 4 －

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 △589 － △16 06  － △90.6 △9.9 △3.9
17年3月期 △142 － △4 21  － △17.1 0.1 0.0

（注）①持分法投資損益 18年3月期 －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 36,688,129株 17年3月期 33,996,833株

③会計処理の方法の変更 無

(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3月期 3,301 533 16.2 14 51
17年3月期 5,105 766 15.0 22 56

（注）期末発行済株式数（連結） 18年3月期 36,795,452株 17年3月期 33,995,752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3月期 △395 △8 62 182
17年3月期 △494 △256 816 521

 

(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 　4社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 1社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） 2社 持分法（新規） 1社 （除外） －社

２．平成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 3,560 15 10
通　期 7,460 145 130

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　3円53銭

    なお、上場再審査に適合するための利益基準400百万円を達成するため、年度内に企業買収等を検討しております。

※　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（当社及び当社の関係会社）は、当社（堀田産業株式会社）、親会社（株式会社ヤマノホールディング

コーポレーション）並びに子会社４社により構成されており、主に意匠撚糸、洋装品、宝飾品等の製造・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。

 

当        社 ㈱ヤマノホールディングコーポレーション 

※ ㈱  ト  リ  ニ  テ  ィ 

東  京  ブ  ラ  ウ  ス  ㈱ 

東 京 華 麗 絲 有 限 公 司 

婦 人 服 等 の 製 造 販 売 

婦 人 服 等 の 製 造 販 売 

※ 丸   福   商   事   ㈱ 婦人子供衣料等の総合繊維卸 100％ 

53.8％ 

株 式 所 有 割 合 

タ ケ オ ニ シ ダ ・ ジ ャ パ ン ㈱ 

持    株    会    社 

100％ 

堀 田 （上海） 貿 易 有 限 公 司 

100％ 

80％ 

100％ 

100％ 

婦 人 服 等 の 製 造 販 売 

意 匠 撚 糸 の 製 造 販 売 

宝 飾 品 等 の 販 売 

　なお、次の４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。

１．意匠撚糸事業

　主に堀田産業株式会社が意匠撚糸の製造販売を行っております。

主要な製品商品 リングヤーン、シャギーヤーン、ポーラヤーン、テープヤーン、特殊紡績糸

２．洋装事業

　主に丸福商事株式会社が婦人・子供衣料等の総合繊維卸を、東京ブラウス株式会社及びタケオニシダ・ジャパン

株式会社が婦人服等の製造販売を行っております。

主要な製品商品
レディース（トップス・ボトム・アウター）、キッズ（子供・ベビー服）、ブラウス、

スカート、パンツ、ワンピース、スーツ、ドレス、服飾雑貨（靴、バック、ハンカチ等）

３．宝飾事業

　主に株式会社トリニティが宝飾品等の販売を行っております。また丸福商事株式会社より商品の一部を仕入れて

おります。

主要な商品 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

４．その他事業

　主に丸福商事株式会社が和装品等の販売を行っております。

主要な商品 呉服等

　　（注）丸福商事株式会社及び株式会社トリニティは複数セグメント子会社であります。

 　※ なお、丸福商事株式会社及び同社の子会社株式会社トリニティについては、平成18年３月に丸福商事株式会社の

　  全株式を譲渡したため、連結の範囲から除いております。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは株式会社ヤマノホールディングコーポレーションの企業集団（ヤマノグループ）に属しており、

ヤマノグループの一員として、同グループの企業理念である山野愛子の「美道五原則」（髪、顔、装い、精神美、

健康美）の具現化を目指し、特に「装い」をコンセプトとし、お客様に満足していただける商品とサービスを提

供することによって企業価値の向上を図るとともに、同社グループにおける「アパレル事業の中核会社」として

の位置付けを明確にし、安定収益を確保できる企業経営を確立することを経営の基本方針としております。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと位置付けております。そのために当社は欠損金の早

期解消と復配を最重点課題と認識し、全力を傾注する所存であります。

(3）中長期的な経営戦略

　当社グループは、ヤマノグループのアパレル事業の中核として、株式会社ヤマノホールディングコーポレーシ

ョンと密接な関係を維持しつつ、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。

　具体的には業績の改善と経営の効率化を図るため、中期経営計画を策定し、収益基盤の強化とグループ企業価

値の向上を目指してまいります。

　中期経営計画の各社別骨子は次のとおりです。

　当社においては、中核事業の意匠撚糸事業は、日本における意匠撚糸のナンバーワン企業として、その技術を

継承し、常に新たな素材開発に努めます。また、ニット素材分野における豊富な技術や知識を生かし、素材のみ

ならず特長ある製品の開発を行います。

　具体的には、

　①意匠撚糸国内事業は、商品と販売戦略を明確にし、効率を求め、収支のバランスを重視します。

　②意匠撚糸中国事業は、生産から販売まで一貫システムを確立し、積極的な販売活動を行い、事業拡大を

　　図ります。

  ③ニット製品事業は、東京（販売・企画）と上海の現地法人（生産）の共同ワークを推進し、製品チーム

　　の充実を図ります。  

　タケオニシダ・ジャパン株式会社においては、経費削減を主とする筋骨質な体質の改善はほぼ完了し、販路

拡大、ブランド力の向上、認知度の向上を図り、安定収益体制を構築します。「TAKEO NISHIDA」は日本を代表

するロイヤルデザイナーブランドとしてより優れたデザイン力と商品開発力を追求し、そのブランド力とイメ

ージ力を基に企業価値を高め、安定収益を確保します。

　東京ブラウス株式会社においては、全事業部バランスのとれた収益体制を目指します。ブラウス事業部は競

争優位性のあるセレモニーブラウスの更なる百貨店市場の独占化を図り、シャツアイテムではミセスからシニ

ア層まで顧客の拡大を目指します。また、通販・テレビショッピング等の新規販売チャネルの開拓をします。

クレイサス事業部は商品企画の再構築を図り、顧客ターゲットを25歳に明確に設定し、販売推進の強化を行い

ます。また、インターネット販売・ライセンスビジネスの拡大を目指します。ドレス事業部は専門店・通販・

テレビショッピング等の新規販売チャネルの拡大を目指します。 

(4）当社グループ及び当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進行しており、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。

　当社グループは、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しつつありま

す。具体的には、上記の中期経営計画を基本戦略とし、当社グループとして収益基盤の強化及び企業価値の向上

に努める所存であります。

　なお当社は、平成16年３月30日、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、東京証券取引所は、本子会社化後の当社が実質的な存続会社ではないと認定し、これにより当社は、新規

上場審査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。

　東京証券取引所の上場規則によれば、実質的な存続会社ではないと判断された場合でも、直ちに上場廃止にな

るのではなく、子会社化期日以降最初に到来する決算（平成16年３月末）から３年経過後（平成19年３月末）ま

で猶予期間とされ、この間上場は引き続き維持され、新規上場審査に準じた審査を受けることとなっております。

従って、猶予期間中であっても、株式の売買はこれまでどおり可能であり、子会社化後の企業活動にも支障はあ

りません。しかし、新規上場審査に適合しないまま、猶予期間が終了した場合、監理ポストに割り当てられるこ

ととなります。

　当社といたしましては、今後、当社グループとして新規上場に準じた審査を通過するよう、鋭意努めてまいる

所存であります。
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(5）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

 （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

株式会社ヤマノホールディング

コーポレーション
親会社 53.8 株式会社ＪＡＳＤＡＱ証券取引所

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

　当社の親会社は㈱ヤマノホールディングコーポレーションであり、当連結会計年度末現在で当社の議決権の

53.8％を所有しております。同社は、事業子会社の経営戦略立案、経営管理等を行う純粋持株会社であり、当

社はヤマノグループにおけるアパレル事業の中核会社に位置付けられております。役員の兼任等につきまして

は、当連結会計年度末において同社の従業員１名が当社の監査役を兼務しております。

　なお、当社は当連結会計年度末現在、親会社からの借入はありませんが、当連結会計年度中の借入に係る利

払いが３百万円あります。親会社との間に保証・被保証関係等はありません。また、当社と親会社との取引関

係等として経営指導料の支払１百万円がありますが、この内容は人件費、経費等に相当するものであり、事業

活動における関連性はありません。

　従って、当社は、現時点において、親会社等からの独立性を充分に確保していると判断しております。

③　親会社等との取引に関する事項

　「４.連結財務諸表等　注記事項　⑦関連当事者との取引」を参照下さい。
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３．経営成績及び財政状態
(1）経営成績

　当連結会計年度における我が国経済は、企業収益の改善を背景にした民間設備投資の増加や雇用・所得環境の持ち

直しにより、個人消費に回復の兆しが見られるなど、総じて回復基調で推移いたしましたが、一方、原油価格の高騰

などによる国内外の景気への影響も懸念され、先行き不透明感の残る状況にあります。

　当社グループの主力事業である繊維業界におきましては、低価格競争の激化、輸入製品との競合など厳しい経営環

境が続いております。

　なお、当社グループ子会社のうち、丸福商事株式会社及び同社の子会社株式会社トリニティについては、平成18年

３月に丸福商事株式会社の全株式を譲渡したため、連結の範囲から除いております。連結損益計算書及び連結キャッ

シュ・フロー計算書には、同社株式譲渡までの損益及びキャッシュ・フローが含まれております。

　このような状況下で、当連結会計年度の連結売上高は、106億29百万円（前期比9.3％減）となり、損益面におきま

しては、経常損失は４億15百万円（前期は４百万円の利益）、当期純損失は５億89百万円（前期は１億42百万円の損

失）の計上を余儀なくされました。

　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。

①　意匠撚糸事業

　意匠撚糸事業につきましては、低価格競争の激化・輸入ニット製品の増加に伴う国内生産シェアの低下等の厳し

い経営環境下で売上が伸び悩み、この結果、意匠撚糸事業の売上高は12億26百万円（前期比20.9％減）となり、営

業損失は１億７百万円（前期は56百万円の損失）となりました。

  当社は、かかる市場変化に対処すべく堀田（上海）有限公司を中心とした中国における意匠撚糸の製造・販売一

貫体制を確立し、従来、国内に有していた企画・製造機能の同社への移転を推進する一方、独自素材を使用した特

徴あるニット製品事業を開始いたしました。

②　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販売不振が続き、かかる市場動向に対処すべく

丸福商事㈱は、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を行いまし

た。タケオニシダ・ジャパン㈱は、商品構成の見直しを行い、在庫処分を断行する一方、売場の変革を進めており

ます。東京ブラウス㈱は、ブラウス・ドレス事業部については順調に推移いたしましたが、クレイサス事業部は、

顧客ターゲットの年代シフトが遅れたこと等により大幅な売上低下を招きました。この結果、洋装事業の売上高は

87億53百万円（前期比6.0％減）となり、営業損失は３億79百万円（前期は48百万円の損失）となりました。

③　宝飾事業

　宝飾事業につきましては、消費需要の低迷が続く厳しい状況下にありますが、ホテル催事及びホテル催事以外の

催事が順調に推移いたしました。

　この結果、宝飾事業の売上高は４億41百万円（前期比5.4％減）となり、営業利益は16百万円（前期は19百万円の

利益）となりました。

④　その他事業

　その他事業につきましては、主に呉服の催事販売等により、売上高は２億７百万円（前期比53.3％減）となり、

営業損失は12百万円（前期は19百万円の損失）となりました。

 

(2）次期の見通し

  当社グループを取り巻く経営環境は、今後も依然として厳しい状況が続くものと予想されます。当社グルーは、ヤマ

ノグループのアパレル事業の中核として、株式会社ヤマノホールディングコーポレーションとの密接な関係を維持しつ

つ、業績の改善と経営の効率化を図るため、中期経営計画を策定し、収益基盤の強化とグループ企業価値の向上を目指

してまいります。

  次期の業績見通しにつきましては、売上高74億60百万円、経常利益１億45百万円、当期純利益１億30百万円を見込ん

でおります。

　なお、上場再審査に適合するための利益基準400百万円を達成するため、年度内に企業買収等を検討しております。

(3）財政状態

（流動資産）

　当連結会計年度末における流動資産の残高は、29億77百万円（前連結会計年度末は44億17百万円）となり、14億39

百万円減少しました。これは、主に当連結会計年度において子会社２社を譲渡した影響で、受取手形及び売掛金が８

億19百万円、たな卸資産が７億39百万円減少したこと等によるものであります。

（固定資産）

　当連結会計年度末における固定資産の残高は、３億23百万円（前連結会計年度末は６億88百万円）となり、３億64

百万円減少しました。これは、有形固定資産が１億10百万円、無形固定資産が営業権を一括償却したこと等により１

億６百万円、投資その他の資産が１億48百万円減少したことによるものであります。
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（流動負債）

　当連結会計年度末における流動負債の残高は、21億81百万円（前連結会計年度末は28億42百万円）となり、６億61

百万円減少しました。これは、当連結会計年度において子会社２社を譲渡した影響で、支払手形及び買掛金が５億14

百万円減少したこと等によるものであります。

（固定負債）

　当連結会計年度末における固定負債の残高は、４億85万円（前連結会計年度末は14億２百万円）となり、９億17百

万円減少しました。これは長期借入金が５億25百万円、退職給付引当金が１億17百万円、連結調整勘定が２億68百万

円減少したこと等によるものであります。

（資　　本）

　当事連結会計年度末における資本の残高は、５億33百万円（前連結会計年度末は７億66百万円）となり、２億33百

万円減少しました。これは、主に当連結会計年度において第三者割当増資３億50百万円を実施したことにより、資本

金が１億76百万円、資本剰余金が１億73百万円増加する一方、当期純損失５億89百万円の計上により利益剰余金が同

額減少したこと等によるものであります。

(4）キャッシュ・フロー

　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、前連結会計年度末に比べ３億38百万円

減少し、当連結会計年度末は１億82百万円となりました。

　当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果使用した資金は３億95百万円（前期は４億94百万円）となりました。

　これは主に税金等調整前当期純損失５億37百万円の計上、関係会社株式売却益２億34百万円、仕入債務の減少額

１億85百万円等による資金の減少及びたな卸資産の減少額２億42百万円、減損損失１億24百万円、店舗閉鎖損96百

万円、売上債権の減少額86百万円等の資金の増加を反映したものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果使用した資金は８百万円（前期は２億56百万円）となりました。

　これは主にグループ預け金１億70百万円の支出及び固定化債権の回収１億44百万円を反映したものであります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果獲得した資金は62百万円（対前期比92.4減）となりました。

　これは主に株式の発行による収入３億47百万円及び長期借入金の返済による支出３億８百万円を反映したもので

あります。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

平成17年３月期 平成18年３月期

株主資本比率 　　15.0 ％ 　　16.2 ％

時価ベースの株主資本比率（％） 　　87.9 ％ 　　123.7 ％

債務償還年数（年）  －  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  －  －

（注）　株主資本比率：株主資本／総資産

時価ベースの株主資本比率：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／利払い

＊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。

＊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、利子を払っている全ての負債を対象とし

ております。

＊営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている「営業活動に

よるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を用いております。

＊平成16年３月期以前につきましては、連結キャッシュ・フロー計算書を作成していないため記載してお

りません。

＊債務償還年数及びインタレスト・カバレッジ・レシオにつきましては営業キャッシュ・フローがマイナ

スであるため記載しておりません。
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(5）事業等のリスク

①　海外での事業展開について

　当社の経営環境は、現状、低価格競争の激化・アパレル製造業の海外（中国）移転・輸入ニット製品の増勢に伴

う国内生産シェアの縮小等極めて厳しい状況にあり、意匠撚糸の国内販売を拡大することが困難な状況にあります。

　当社はかかる状況を踏まえ、中国に現地法人、堀田（上海）貿易有限公司を設立し、同社を中心に意匠撚糸の製

造・販売一貫体制を確立し、中国における事業の拡大を推進中であります。また、東京華麗絲有限公司は台湾にお

いて当社グループ製品の販売を行っております。このため、今後、当社グループが海外における事業を拡大する上

で、為替リスク及び現地の法的規制を受ける可能性があります。

②　丸福商事株式会社の株式取得（子会社化）に関する東証の審査について

　当社は、平成16年３月30日、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、

東京証券取引所は、本子会社化後の当社が実質的な存続会社ではないと認定し、これにより当社は、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。

　東京証券取引所の上場規則によれば、実質的な存続会社ではないと判断された場合でも、直ちに上場廃止となる

のではなく、子会社化期日以降最初に到来する決算（平成16年３月末）から３年経過後まで猶予期間とされ、この

間上場は引き続き維持され、新規上場審査基準に準じた審査を受けることとなっております。

　従って、猶予期間中であっても、株式の売買はこれまでどおり可能であり、子会社化後の企業活動にも支障はあ

りません。

　当社は、当社グループとして新規上場審査基準に準じた審査を通過するよう、万全の体制で準備を行ってまいる

所存であります。
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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 ※１  530,606   182,162  △348,444

２．受取手形及び売掛金 ※１  1,786,068   966,262  △819,806

３．たな卸資産   1,960,162   1,220,396  △739,766

４．繰延税金資産   6,378   3,520  △2,858

５．未収入金   －   277,170  277,170

６．預け金   －   180,772  180,772

７．その他   212,165   152,022  △60,143

貸倒引当金   △78,340   △4,958  73,382

流動資産合計   4,417,039 86.5  2,977,348 90.2 △1,439,691

Ⅱ　固定資産         

１．有形固定資産         

(1)建物及び構築物  360,974   230,137    

減価償却累計額  192,455 168,519  143,580 86,557  △81,962

(2)機械装置及び運搬具  63,393   22,382    

減価償却累計額  48,170 15,222  18,919 3,463  △11,759

(3)土地   9,847   174  △9,673

(4)その他  50,962   33,019    

減価償却累計額  29,949 21,012  18,715 14,303  △6,709

有形固定資産合計   214,602 4.2  104,498 3.2 △110,104

２．無形固定資産         

(1)営業権   99,246   －  △99,246

(2)連結調整勘定   －   15,715  15,715

(3)その他   30,651   7,612  △23,039

無形固定資産合計   129,897 2.6  23,327 0.7 △106,570

３．投資その他の資産         

(1) 投資有価証券   61,159   7,128  △54,031

(2) 長期貸付金   －   60,000  60,000

(3) 破産・更生債権等   678,241   508,481  △169,760

(4) 繰延税金資産   6,349   －  △6,349

(5) その他   278,466   189,766  △88,700

貸倒引当金   △680,215   △569,524  110,691

投資その他の資産合
計

  344,001 6.7  195,852 5.9 △148,149

固定資産合計   688,501 13.5  323,679 9.8 △364,822

資産合計   5,105,540 100.0  3,301,027 100.0 △1,804,513
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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 ※１  1,104,672   590,523  △514,149

２．短期借入金 ※１  1,127,684   1,091,237  △36,447

３．未払法人税等   34,655   15,597  △19,058

４．賞与引当金   5,788   －  △5,788

５. 返品調整引当金   39,539   36,570  △2,969

６. 未払金   280,391   260,662  △19,729

７．その他   250,241   186,446  △63,795

流動負債合計   2,842,972 55.7  2,181,038 66.1 △661,934

Ⅱ　固定負債         

１．長期借入金   547,754   21,978  △525,776

２. 繰延税金負債   6,535   1,641  △4,894

３．退職給付引当金   117,688   －  △117,688

４．連結調整勘定   268,835   －  △268,835

５. 長期未払金   424,940   453,666  28,726

６．その他   36,799   8,000  △28,799

固定負債合計   1,402,554 27.5  485,286 14.7 △917,268

負債合計   4,245,527 83.2  2,666,324 80.8 △1,579,203

         

（少数株主持分）         

少数株主持分   93,116 1.8  100,849 3.0 7,733

         

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  1,258,000 24.6  1,434,400 43.5 176,400

Ⅱ　資本剰余金   458,000 9.0  631,600 19.1 173,600

Ⅲ　利益剰余金   △952,332 △18.7  △1,541,569 △46.7 △589,237

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

  4,536 0.1  2,857 0.1 △1,679

Ⅴ　為替換算調整勘定   △830 △0.0  7,079 0.2 7,909

Ⅵ　自己株式 ※４  △476 △0.0  △515 △0.0 △39

資本合計   766,897 15.0  533,852 16.2 △233,045

負債、少数株主持分及
び資本合計

  5,105,540 100.0  3,301,027 100.0 △1,804,513
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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   11,719,986 100.0  10,629,638 100.0 △1,090,348

Ⅱ　売上原価   7,161,023 61.1  6,760,653 63.6 △400,370

売上総利益   4,558,962 38.9  3,868,984 36.4 △689,978

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  4,740,987 40.5  4,408,920 41.5 △332,067

営業損失（△）   △182,024 △1.6  △539,935 △5.1 △357,911

Ⅳ　営業外収益         

１．受取利息  4,106   1,508    

２．受取配当金  2,849   413    

３．受取ロイヤリティ  104,565   51,653    

４．連結調整勘定償却額  69,125   73,249    

５．その他  69,622 250,270 2.1 60,465 187,290 1.8 △62,980

Ⅴ　営業外費用         

１．支払利息  36,375   42,055    

２．手形売却損  9,674   3,390    

３．その他  17,451 63,502 0.5 17,720 63,166 0.6 △336

経常利益又は経常損失
（△）

  4,743 0.0  △415,812 △3.9 △420,555

Ⅵ　特別利益         

１．前期損益修正益 ※２ 96,431   915    

２．関係会社株式売却益  －   234,016    

３．貸倒引当金戻入益  －   157,436    

４．その他  34,486 130,917 1.1 33,982 426,350 4.0 295,433

Ⅶ　特別損失         

１．前期損益修正損 ※３ 25,859   11,979    

２．固定資産売却損 ※４ 47,000   6,730    

３. 減損損失 ※５ －   124,384    

４. 店舗閉鎖損 ※６ 16,827   123,678    

５. 貸倒引当金繰入額  －   154,695    

６．たな卸資産評価損  －   58,013    

７．その他  37,348 127,034 1.0 68,170 547,651 5.1 420,617

税金等調整前当期純
利益又は税金等調整
前当期純損失（△）

  8,625 0.1  △537,112 △5.0 △545,737

法人税、住民税及び
事業税

 38,040   33,294    

法人税等調整額  59,819 97,859 0.8 8,583 41,878 0.4 △55,981

少数株主利益   53,747 0.5  10,247 0.1 △43,500

当期純損失（△）   △142,981 △1.2  △589,237 △5.5 △446,256
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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）

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   458,000  458,000 －

Ⅱ　資本剰余金増加高       

１．増資による新株の発行  － － 173,600 173,600 173,600

Ⅲ　資本剰余金期末残高   458,000  631,600 173,600

       

（利益剰余金の部）       

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △809,350  △952,332 △142,982

Ⅱ　利益剰余金減少高       

１．当期純損失  142,981 142,981 589,237 589,237 446,256

Ⅲ　利益剰余金期末残高   △952,332  △1,541,569 △589,237
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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）

対前年比

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円）
増減

（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（△は損
失）

 8,625 △537,112 △545,737

減価償却費  70,297 69,073 △1,224

減損損失  － 124,384 124,384

営業権償却  82,132 39,281 △42,851

連結調整勘定償却額  △69,125 △68,404 721

店舗閉鎖損  16,827 96,649 79,822

たな卸資産評価損  － 58,013 58,013

貸倒引当金の増減額（△は減少）  △693,688 71,595 765,283

賞与引当金の減少額  △14,092 △3,788 10,304

退職給付引当金の増減額（△は減
少）

 190 △2,317 △2,507

返品調整引当金の増加額  19,035 7,031 △12,004

受取利息及び受取配当金  △6,956 △1,922 5,034

支払利息  36,375 42,055 5,680

関係会社株式売却益  － △234,016 △234,016

固定資産売却損益  47,000 5,226 △41,774

売上債権の減少額  923,114 86,297 △836,817

たな卸資産の増減額（△は減少）  △783,031 242,102 1,025,133

破産・更生債権等の減少額  127,047 － △127,407

仕入債務の減少額  △256,924 △185,645 71,279

その他流動資産の減少額  81,864 － △81,864

その他流動負債の減少額  △37,875 － 37,875

その他  △104 △116,867 △116,763

小計  △449,288 △308,362 140,926

利息及び配当金の受取額  6,956 1,922 △5,034

利息の支払額  △36,375 △42,857 △6,482

法人税等の支払額  △15,802 △46,359 △30,557

営業活動によるキャッシュ・フロー  △494,510 △395,657 98,853
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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） 金額（千円）
増減

（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  △97,638 △24,961 72,677

有形固定資産の売却による収入  105,847 4,300 △101,547

無形固定資産の取得による支出  △6,629 △9,329 △2,700

無形固定資産の売却による収入  180 1,365 1,185

投資有価証券の取得による支出  △3,621 △5,199 △1,578

投資有価証券の売却による収入  1,095 76,071 74,976

出資金の返還による収入  2,810 50 △2,760

会員権の売却による収入  350 － △350

貸付けによる支出  △160,900 △14,189 146,711

貸付金の回収による収入  100,300 3,495 △96,805

敷金・保証金の差入による支出  △97,962 △40,562 57,400

敷金・保証金の返還による収入  9,808 73,384 63,576

固定化債権の回収による収入  － 144,576 144,576

子会社の営業譲受による支出  △193,632 － 193,632

連結範囲の変更を伴う関係会社株式
の売却による支出 

 － △46,525 △46,525

新規連結子会社の取得による収入  84,752 － △84,752

子会社の取得に伴う支出  △993 － 993

グループ預け金の増加額  － △170,626 △170,626

投資活動によるキャッシュ・フロー  △256,234 △8,152 248,082

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の純増加額  382,968 109,730 △273,238

長期借入れによる収入  795,000 35,000 △760,000

長期借入金の返済による支出  △35,010 △308,320 △273,310

株式の発行による収入  － 347,954 347,954

自己株式の取得による支出  △202 △38 164

長期未払金の支払による支出  △325,979 △121,847 204,132

財務活動によるキャッシュ・フロー  816,776 62,478 △754,298

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額  △802 2,488 3,290

Ⅴ　現金及び現金同等物の増減額（△は減
少）

 65,229 △338,843 △404,072

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高  455,776 521,006 65,230

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 521,006 182,162 △338,844
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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）

　当社グループは、当連結会計年度において１億82百万円

の営業損失を計上し、また、営業キャッシュ・フローも４

億94百万円のマイナスとなっております。当該状況により、

「継続企業の前提に関する開示について」（日本公認会計

士協会監査委員会報告第74号）で定める「継続企業の前提

に関する重要な疑義の存在」に該当しております。

　当社は、平成16年２月に株式会社ヤマノホールディング

コーポレーションの出資を受けて同社の子会社となり、同

社グループにおける「アパレル事業の中核会社」に位置付

けられましたが、当社グループといたしましては、前記の

状況を改善すべく、業績の改善と併せて経営の効率化なら

びに透明性、公正性を確保し、併せて、市場からの評価を

向上させるために、中期経営計画を策定し、同社との密接

な関係を維持しつつ、収益基盤の強化と企業価値の向上を

目指してまいります。

　中期経営計画の内容の骨子は次のとおりです。

１．既存事業部門の収益向上

２．「美道五原則」に即したＭ＆Ａ

３．グループ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

　以上の結果、継続企業の前提に関する重要な疑義は存在

するものの、その疑義の解消は十分可能と考えております。

　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は反映して

おりません。

　当社グループは、前連結会計年度において１億82百万円

の営業損失を計上し、営業キャッシュ・フローも４億　94

百万円のマイナスとなっております。また、当連結会計年

度においても５億39百万円の営業損失を計上し、営業キャッ

シュ・フローも３億95百万円のマイナスとなっております。

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存

在しております。

　当社グループは、ヤマノグループのアパレル事業の中核

としてかかる状況を改善するため、株式会社ヤマノホール

ディングコーポレーションとの密接な関係を維持しつつ、

業績の改善と経営の効率化を図るため、中期経営計画を策

定し、収益基盤の強化とグループ企業価値の向上を目指し

てまいります。

　中期経営計画の各社別骨子は次のとおりです。

　当社においては、中核事業の意匠撚糸事業は、日本にお

ける意匠撚糸のナンバーワン企業として、その技術を継承

し、常に新たな素材開発に努めます。また、ニット素材分

野における豊富な技術や知識を生かし、素材のみならず特

長ある製品の開発を行います。

　具体的には、

　①意匠撚糸国内事業は、商品と販売戦略を明確にし、

　　効率を求め、収支のバランスを重視します。

　②意匠撚糸中国事業は、生産から販売まで一貫システ

　　ムを確立し、積極的な販売活動を行い、事業拡大を

　　図ります。

  ③ニット製品事業は、東京（販売・企画）と上海の現

　　地法人（生産）の共同ワークを推進し、製品チーム

　　の充実を図ります。  

タケオニシダ・ジャパン株式会社においては、経費削

減を主とする筋骨質な体質の改善はほぼ完了し、販路拡大、

ブランド力の向上、認知度の向上を図り、安定収益体制を

構築します。「TAKEO NISHIDA」は日本を代表するロイヤ

ルデザイナーブランドとしてより優れたデザイン力と商品

開発力を追求し、そのブランド力とイメージ力を基に企業

価値を高め、安定収益を確保します。

　東京ブラウス株式会社においては、全事業部バランスの

とれた収益体制を目指します。ブラウス事業部は競争優位

性のあるセレモニーブラウスの更なる百貨店市場の独占化

を図り、シャツアイテムではミセスからシニア層まで顧客

の拡大を目指します。また、通販・テレビショッピング等

の新規販売チャネルの開拓をします。クレイサス事業部は

商品企画の再構築を図り、顧客ターゲットを25歳に明確に

設定し、販売推進の強化を行います。また、インターネッ

ト販売・ライセンスビジネスの拡大を目指します。ドレス

事業部は専門店・通販・テレビショッピング等の新規販売

チャネルの拡大を目指します。
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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）

　また、資金面におきましては、親会社ヤマノホールディ

ングコーポレーションによる当社の平成17年４月15日付第

三者割当増資の引受や当社グループへの貸付など、同社か

らの財務的支援を受けており、今後も当社グループは同社

による安定的協力の回答を得ております。

　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

 
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   　子会社は全て連結しております。

連結子会社の数　６社

連結子会社名

　　丸福商事株式会社

　　　株式会社トリニティ

　 　 堀田(上海)貿易有限公司

　　　タケオニシダ・ジャパン株式会社

　　　東京ブラウス株式会社

　　　東京華麗絲有限公司

タケオニシダ・ジャパン株式会社につ

いては、当連結会計年度において新たに

全株式を取得したことにより、また、東

京ブラウス株式会社及び同社の子会社東

京華麗絲有限公司については、当連結会

計年度において新たに東京ブラウス株式

会社の株式の80％を取得したことにより、

連結の範囲に含めることといたしました。

  　子会社は全て連結しております。

連結子会社の数　　４社

連結子会社名

　 　 堀田(上海)貿易有限公司

　　　タケオニシダ・ジャパン株式会社

　　　東京ブラウス株式会社

　　　東京華麗絲有限公司

丸福商事株式会社及び同社の子会社株

式会社トリニティについては、平成18年

３月に丸福商事株式会社の全株式を譲渡

したため、連結の範囲から除いておりま

す。連結損益計算書及び連結キャッシュ・

フロー計算書には、同社株式譲渡までの

損益及びキャッシュ・フローが含まれて

おります。

２．持分法の適用に関する事項 持分法の適用会社はありません。  持分法適用の関連会社数　　１社

　  株式会社西田武生デザイン事務所

株式会社西田武生デザイン事務所は、

重要性が増したため、当連結会計年度よ

り持分法の適用範囲に含めております。

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、堀田(上海)貿易有

限公司及び東京華麗絲有限公司の決算日

は12月31日であり、連結決算日との差は

３ヵ月以内であるため、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、タケオニシダ・ジャパン株式会

社及び東京ブラウス株式会社は、当連結

会計年度中に決算日を３月31日に変更し

ております。

 連結子会社のうち、堀田(上海)貿易有

限公司及び東京華麗絲有限公司の決算日

は12月31日であり、連結決算日との差は

３ヵ月以内であるため、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。

　

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

　 その他有価証券

イ 有価証券

　 その他有価証券

 　 (時価のあるもの)

　　決算日の市場価格等に基づく時価法（評

価差額は全部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）を採

用しております。

　 (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を採用してお

ります。

　（時価のないもの）

 　　　　　　　同左

 ロ デリバティブ

　 時価法によっております。

ロ デリバティブ

　 　　　　　　同左

 ハ たな卸資産

　　主として総平均法による原価法を採用

しております。

ハ たな卸資産

　　意匠撚糸

　　総平均法による原価法を採用して

　　おります。

　洋装製品

　　個別法による原価法を採用してお

　　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）

　 (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

当社及び国内連結子会社は定率法を、

また、在外連結子会社は定額法を採用し

ております。

（ただし、当社及び国内連結子会社は平

成10年４月１日以降に取得した建物（附

属設備を除く）は定額法によっておりま

す。）

イ 有形固定資産

　当社及び国内連結子会社は定率法を、ま

た、在外連結子会社は定額法を採用してお

ります。

（ただし、当社及び国内連結子会社は平

成10年４月１日以降に取得した建物（附属

設備を除く）は定額法によっておりま

す。）

なお、主な耐用年数は以下のとおりであり

ます。　　　　　　

建物及び構築物 ３～26年

機械装置及び運

搬具

10～11年

その他 10～11年

 ロ 無形固定資産

　 定額法を採用しております。

　 なお、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 　新株発行費は、支出時に全額費用とし

て処理しております。

 　　　　　　　同左

(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

　 従業員の賞与の支給に備えるため、賞

与支給見込額の当連結会計年度負担額を

計上しております。

ロ 賞与引当金

 　従業員の賞与の支給に備えるため、賞

　　　　　　　

与支給見込額の当連結会計年度負担額を

計上しております。

　ただし、当連結会計年度は支給見込額

がないため賞与引当金は計上しておりま

せん。

 ハ 退職給付引当金

従業員の退職金の支出に備えるため、

「退職給付会計に関する実務指針」(公認

会計士協会会計制度委員会報告13号平成

11年9月14日)に定める簡便法により、自

己都合退職による期末要支給額の100％相

当額を計上しております。

ハ 退職給付引当金

 　　　　──────

（追加情報）

　当社は、平成17年３月31日開催の取締

役会において、退職金制度の廃止が決議

された後、当社労働組合と協定し、退職

金制度を廃止しました。これに伴い、制

度廃止時の退職金規程に基づく自己都合

による要支給額を長期未払金に振り替え

ております。

 ニ 返品調整引当金

一部の連結子会社は、洋装品売上に

 係る返品に対処するため、当連結会計

 年度末前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。

ニ 返品調整引当金

  　　　　　同左
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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）

(5) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算基準

　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しております。なお、

在外子会社等の資産及び負債は、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、換算差額は少数株主持分及び資

本の部における為替換算調整勘定に含め

て計上しております。

 

  　　　　　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

(7）重要なヘッジ会計の方法 イ ヘッジ会計の方法

　 繰延ヘッジ処理によっております。

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、

振当処理を採用しております。　　　　　

 ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

　外貨建金銭債務の為替変動リスクをヘッ

ジするために通貨スワップを利用してお

ります。

ロ ヘッジ手段とヘッジ対象

　ヘッジ手段 …… 為替予約

　　　　　　　　　通貨スワップ

　ヘッジ対象 …… 外貨建金銭債務

　　　　　　　　　外貨建予約取引　　

　　　　　

 

 ハ ヘッジ方針

　 為替変動リスクを回避するためにデリ

バティブ取引を利用することを基本方針

としております。

ハ ヘッジ方針

　 為替変動リスクを回避するため、対象

債務の範囲内でヘッジを行っています。

　　　　　　　

 ニ ヘッジ有効性評価の方法

　 当該通貨スワップはクーポンスワップ

取引であり、実質的に為替予約と同等と

認められるため、有効性の評価を省略し

ております。

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。

(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

　税抜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

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）

　                ────── （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損失は124,384千円

増加しております。

　セグメント情報に与える影響は、当該個所に記載して

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）

１．「未払金」は、前連結会計年度まで、流動負債の

　「その他」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、負債、少数株主持分及び資本の合計

　額の100分の5を超えたため区分掲記しました。

　　なお、前連結会計年度末の「未払金」は100,400千

　円であります。

２．「長期未払金」は、前連結会計年度まで、固定負債

　の「その他」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、負債、少数株主持分及び資本の合

　計額の100分の5を超えたため区分掲記しました。

　　なお、前連結会計年度末の「長期未払金」は84,014

　千円であります。

（連結貸借対照表）

１．「未収入金」は、前連結会計年度まで、流動資産の

　「その他」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、資産の総額の 100分の５を超えたた

  め区分掲記しました。

　　なお、前連結会計年度末の「未収入金」は26,807千

  円であります。

２．「預け金」は、前連結会計年度まで、流動資産の

　  「その他」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、資産の総額の 100分の５を超えたた

  め区分掲記しました。

　　なお、前連結会計年度末の「預け金」は13,992千円

　であります。

３．「長期貸付金」は前連結会計年度まで、投資その他

　の資産の「その他」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資産の総額の100分の５を超

　えたため区分掲記しました。

　　なお、前連結会計年度末の「長期貸付金」は995千

　円であります。 

（連結損益計算書）

１．「貸倒引当金戻入益」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、

　当連結会計年度において、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、前連結会計年度末の「貸倒引当金戻入益」は

 6,134千円であります。

 （連結キャッシュ・フロー計算書）

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「その他流動

　資産の減少額」及び「その他流動負債の減少額」につ　

　きましては、当連結会計年度より「その他」に含めて

　表示しております。

　　なお、当連結会計年度のそれぞれの金額は、11,696

　千円、△22,644千円であります。

２. 営業活動によるキャッシュ・フローの「破産・更生

　債権等の減少額」につきましては、当連結会計年度よ

　り「その他」に含めて表示しております。

　　なお、当連結会計年度の「破産・更生債権等の減少

　額」は、1,501千円であります。
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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）

　連結子会社丸福商事株式会社において、買掛金の内訳明

細である債務残高管理表の平成17年３月末数値は、連結財

務諸表作成の基礎となった当事業年度末における同社の貸

借対照表の買掛金残高よりも、約74百万円多くなっており

ます。この点については、平成17年５月以降調査中ですが、

現時点ではその内容、発生原因等が不明であるため、上記

の乖離額を連結財務諸表に反映しておりません。また、当

社はかかる乖離額の全額が買掛金債務として計上すべきも

のである可能性は低いと認識しております。

　当社は、平成16年３月30日、丸福商事株式会社の全株式

を取得して同社を子会社としました。これに関し、東京証

券取引所は、本子会社化後の当社が実質的な存続会社では

ないと認定し、これにより当社は、新規上場審査に準じた

審査を受けるための期間（猶予期間）に入りました。東京

証券取引所の上場規則によれば、実質的な存続会社ではな

いと判断された場合でも直ちに上場廃止になるのではなく、

子会社化期日以降最初に到来する決算（平成16年３月末）

から３年経過後（平成19年３月末）まで猶予期間とされ、

この間上場は引き続き維持され、新規上場審査に準じた審

査を受けることとなっております。従って、猶予期間中で

あっても、株式の売買はこれまでどおり可能であり、子会

社化後の企業活動にも支障はありません。しかし、新規上

場審査に準じた審査に適合しないまま、猶予期間が終了し

た場合、監理ポストに割り当てられることとなります。
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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．担保に供している資産

預　　金 45,870千円

受取手形 64,788千円

※１.　　　　　　　──────

　上記物件は、短期借入金79,500千円の担保に供してお

ります。

 

２．受取手形割引高及び裏書譲渡高　 　484,523千円 ２．受取手形割引高　 　　　　　　　　240,583千円

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式34,000,000株

　　であります。 

※３．当社の発行済株式総数は、普通株式36,800,000株

    であります。 

※４．当社が保有する自己株式の数は、以下のとおりで

　　あります。

普通株式 4,248株

※４．当社が保有する自己株式の数は、以下のとおりで

　　あります。

普通株式 4,548株

５． 　　　　　　　────── ５．当社においては、運転資金の効率的な調達を行うた

　め取引銀行１行と当座貸越契約及び貸出コミットメン

　ト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。

当座貸越極度額及び貸出

コミットメントの総額

 

220,000千円

借入実行残高 ―　千円

　差引残高 220,000千円
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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うち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

※１．販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

給料手当 974,649千円

販売手数料 636,107千円

賞与引当金繰入額 23,526千円

貸倒引当金繰入額 5,876千円

退職給付費用 46,057千円

減価償却費 70,297千円

給料手当 913,038千円

販売手数料 834,458千円

賞与引当金繰入額 3,000千円

※２．主に子会社の過年度売掛金修正によるものであり

　　　ます。

※２．　　　　　　　──────

※３．主に子会社の過年度仮払金修正によるものであり

　　　ます。

※３．主に子会社の過年度未払費用修正によるものであ

　　ります。

※４．子会社の土地の売却によるものであります。 ※４．当社の機械装置及び子会社の車両の売却によるも

　　のであります。

 ※５．　　　　　　────── ※５．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） 

静岡県熱海市他 遊休資産 建物及び土地 9,155

福岡県福岡市 店舗 建物 5,999

東京都渋谷区  　－ 営業権 102,864

－ 遊休資産 電話加入権 6,364

 　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、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、継続的な時価の下落等により、帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

（124,384千円）として、特別損失に計上しておりま

す。その内訳は、建物14,881千円、土地273千円、営

業権102,864千円及び電話加入権6,364千円であります。

　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。

 ※６．店舗閉鎖損

　主として、丸福商事㈱における小売部門の撤退に伴

う在庫処分によるものであります。
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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 530,606千円

預入期間が３ヶ月を超える定期

預金
△9,600千円

現金及び現金同等物 521,006千円

現金及び預金勘定 182,162千円

現金及び現金同等物 182,162千円

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．当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな

くなった会社の資産及び負債の内訳

　株式の取得により新たにタケオニシダ・ジャパン株式

会社、東京ブラウス株式会社及び東京華麗絲有限公司を

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

びに取得価額と取得による収入及び支出（純額）との関

係は次のとおりであります。

　株式の売却により丸福商事株式会社及び株式会社トリ

ニティが連結子会社でなくなったことに伴う売却時の資

産及び負債の内訳並びに丸福商事株式会社及び株式会社

トリニティ株式の売却価額と売却による収入は次のとお

りであります。

タケオニシダ・ジャパン株式会社  （千円）

流動資産 1,198,197

固定資産 74,870

流動負債 △1,008,559

固定負債 △261,016

その他有価証券評価 490

関係会社株式売却益 234,016

関係会社株式売却額 238,000

未収入金 △238,000

連結除外会社の現金及び現金同

等物
△46,525

差引：連結範囲の変更を伴う関

係会社株式の売却による収入
△46,525

 （千円）

株式の取得価額 1,256

現金及び現金同等物 △706

差引：取得による支出 550

東京ブラウス株式会社

 （千円）

流動資産 1,070,608

固定資産 198,592

流動負債 △465,042

固定負債 △627,488

連結調整勘定 23,619

少数株主持分 △35,333

株式の取得価額 164,955

現金及び現金同等物 △234,542

差引：取得による収入 △69,586

東京華麗絲有限公司

 （千円）

現金及び現金同等物 △15,715

差引：取得による収入 △15,715

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

及び負債の内訳

　タケオニシダ・ジャパン株式会社が株式会社ブテック

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。

 （千円）

流動資産 246,609

固定資産 61,831

営業権 172,930

流動負債 △246,645

固定負債 △39,726

取得価額 195,000

現金及び現金同等物 △1,367

差引：営業譲受による支出 193,632
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①　リース取引

　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

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）

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 19,926 37,661 17,734 3,679 7,007 3,328

(2) 債券 － － － － － －

(3) その他 － － － － － －

小計 19,926 37,661 17,734 3,679 7,007 3,328

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 8,031 6,564 △1,466 － － －

(2) 債券 － － － － － －

(3) その他 － － － － － －

小計 8,031 6,564 △1,466 － － －

合計 27,958 44,226 16,267 3,679 7,007 3,328

２．前連結会計年度中及び当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）

1,095 910 － 76,071 28,492 10

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   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 16,932 20

－ 25 －



③　デリバティブ取引

　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

④　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

　当社は、確定給付型の制度として退職一時金制度を設けておりましたが、平成17年３月31日開催の取締役会にお

いて、退職金制度の廃止が決議された後、当社労働組合と協定し、退職金制度を廃止しました。

２．退職給付債務及びその内訳

 
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） △117,688 －

(2) 未積立退職給付債務（千円） △117,688 －

(3) 会計基準変更時差異の未処理額（千円） － －

(4) 退職給付引当金（千円） △117,688 －

　（注）前連結会計年度におきましては、当社及び一部の連結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．退職給付費用の内訳

 
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（千円） 46,057 －

(1)勤務費用（千円） 46,057 －

(2)会計基準変更時差異の費用処理額（千円） － －

４．退職給付債務の計算基礎

 
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 期末自己都合要支給額 －

(2)会計基準変更時差異の処理年数（年） － －
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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)  

未払事業税 861千円

商品評価損否認 9,120千円

賞与引当金限度超過額 2,366千円

貸倒引当金限度超過額 27,548千円

返品調整引当金限度超過額 4,945千円

その他 36千円

繰延税金資産小計 44,878千円

評価性引当額 △38,501千円

繰延税金資産(流動)合計 6,378千円

繰延税金資産(固定)  

退職給付引当金限度超過額 47,072千円

貸倒引当金限度超過額 10,514千円

会員権評価損否認 25,815千円

繰越欠損金 732,857千円

減価償却超過額 16,826千円

その他 21,375千円

　繰延税金資産小計 854,462千円

　評価性引当額 △847,752千円

　繰延税金資産(固定)合計 6,710千円

繰延税金負債(固定)  

その他有価証券評価差額金 △6,895千円

繰延税金負債(固定)合計 △6,895千円

繰延税金資産(固定)の純額 △185千円

 

 

 

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

　　率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

　　因となった主要な項目別の内訳

　

　　当連結会計年度については当期純損失が計上されて

　いるため、記載を省略しております。

　　

繰延税金資産(流動)  

未払事業税 896千円

たな卸資産評価損否認 3,520千円

賞与引当金限度超過額 2,281千円

貸倒引当金限度超過額 59,742千円

その他 692千円

繰延税金資産小計 67,133千円

評価性引当額 △63,612千円

繰延税金資産(流動)合計 3,520千円

繰延税金資産(固定)  

長期未払金否認 61,571千円

貸倒引当金限度超過額 32,213千円

投資有価証券評価損否認 12,627千円

会員権評価損否認 25,511千円

減損損失 51,079千円

繰越欠損金 610,616千円

繰越外国税額控除 2,412千円

減価償却超過額 15,536千円

その他 4,730千円

　繰延税金資産小計 816,299千円

　評価性引当額 △816,299千円

　繰延税金資産(固定)合計 0千円

繰延税金負債(固定)  

その他有価証券評価差額金 1,641千円

繰延税金負債(固定)合計 1,641千円

繰延税金資産(固定)の純額 △1,641千円

 

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

　　率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原

　　因となった主要な項目別の内訳

　

　　　　　　　　　　　同　左　　
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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）

 
意匠撚糸
事業
（千円）

洋装事業
（千円）

宝飾事業
（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．売上高及び営業利益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 1,548,524 9,315,994 410,185 445,281 11,719,986 － 11,719,986

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,105 141 56,620 － 58,867 (58,867) －

計 1,550,630 9,316,135 466,805 445,281 11,778,853 (58,867) 11,719,986

営業費用 1,606,992 9,364,171 447,060 464,711 11,882,934 19,076 11,902,011

営業利益（又は営業損失△） △56,361 △48,035 19,745 △19,429 △104,081 (77,943) △182,024

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的

支出
       

資産 2,212,652 3,893,063 137,762 165,087 6,408,565 (1,303,024) 5,105,540

減価償却費 1,796 66,732 215 1,552 70,297 － 70,297

資本的支出 9,347 95,673 119 141 105,281 － 105,281

　（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。

２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要な商品

意匠撚糸事業 リングヤーン、シャギーヤーン、ポーラヤーン、テープヤーン、特殊紡績糸

洋装事業
レディース、キッズ、ブラウス、スカート、パンツ、ワンピース、スーツ、ドレ

ス、服飾雑貨

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

その他事業 呉服等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（86,136千円）の主なものは、当社グル

　　ープの全体の管理に係る費用であります。

４. 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。
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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）

 
意匠撚糸
事業
（千円）

洋装事業
（千円）

宝飾事業
（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．売上高及び営業利益        

売上高        

(1）外部顧客に対する売上高 1,226,560 8,753,772 441,366 207,938 10,629,638 － 10,629,638

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
－ － － － － － －

計 1,226,560 8,753,772 441,366 207,938 10,629,638 － 10,629,638

営業費用 1,333,685 9,133,544 424,539 220,677 11,112,445 57,128 11,169,573

営業利益（又は営業損失△） △107,124 △379,771 16,827 △12,738 △482,807 (57,128) △539,935

Ⅱ．資産、減価償却費、減損損失

及び資本的支出
       

資産 1,276,573 2,024,453 － － 3,301,027 － 3,301,027

減価償却費 1,232 114,803 1,878 874 118,789 － 118,789

減損損失 389 123,763 75 156 124,384 － 124,384

資本的支出 716 115,830 136 211 116,895 － 116,895

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、製品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製品商品

事業区分 主要な製品商品

意匠撚糸事業 リングヤーン、シャギーヤーン、ポーラヤーン、テープヤーン、特殊紡績糸

洋装事業
レディース、キッズ、ブラウス、スカート、パンツ、ワンピース、スーツ、ドレ

ス、服飾雑貨

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

その他事業 呉服等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（57,128千円）の主なものは、当社グ

　　ループの全体の管理に係る費用であります。

４. 減価償却費及び資本的支出には長期前払費用と同費用に係る償却額が含まれております。

５．従来、主に洋装事業として連結の範囲に含めていた丸福商事㈱及び主に宝飾事業として連結の範囲に含

　　めていた同社の子会社である㈱トリニティについては、当連結会計年度において当社が保有する丸福商事

　　㈱の全株式を㈱ヤマノホールディングコーポレーションへ譲渡したため、連結子会社から除外しておりま

　　す。なお、当連結会計年度においては、株式譲渡時までの売上高及び営業損益を取り込んでおります。

　　

　

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）

　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資産の金額の合計額に占める割

合が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。

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資産の金額の合計額に占める割

合が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。
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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、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、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。

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
被所有割合
（％）

関係内容

取引の内容
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

親会社

㈱ヤマノ

ホールディ

ングコーポ

レーション

東京都

渋谷区
1,184,339 持株会社

直接

50.07

 役員

　２名
経営指導

資金の借入

　（注１）
355,000 借入金 315,000

利息の支払

　（注１）
9,888 － －

　取引条件及び取引条件の決定方針等

　 （注１）資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案し、合理的に決定しております。

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）

(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
被所有割合
（％）

関係内容

取引の内容
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

親会社

㈱ヤマノ

ホールディ

ングコーポ

レーション

東京都

渋谷区
1,184,339 持株会社

直接

53.81
　 － 　 －

資金の借入

　（注2）
10,000 借入金 －

利息の支払

 （注2）
3,519 － －

株式の売却

　（注3）
238,000 未収入金 238,000
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(2）兄弟会社等

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）

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
被所有割合
（％）

関係内容

取引の内容
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

親会社

の子会

社

丸福商事㈱
福岡市
東区

95,000

洋装事
業
宝飾事
業
その他
事業

　　－ 　　－
当社製品

の販売先

資金の貸付

　（注2）
110,000 貸付金 110,000

当社製品の

販売

　（注2）

－ 売掛金 14,937

親会社

の子会

社

㈱エマイユ
東京都
渋谷区

30,000
洋装事
業

－ －
当社製品

の販売先

当社製品の
販売

　（注2）
30,535 売掛金 10,262

　（注1） 上記(1）(2）の金額のうち、取引金額には消費税等が含まれておらず、期末残高には消費税等が含まれて

おります。

　（注2） 取引条件及び取引条件の決定方針等

①　資金の借入については、借入利率は市場金利を勘案し、合理的に決定しております。

    なお、期中において当該借入金はすべて返済しております。

②　資金の貸付については、貸付利率は市場金利を勘案し、合理的に決定しております。

③　上記会社への当社製品の販売については、市場価格を参考に決定しております。

　（注3)  同社に対し丸福商事株式会社の株式を売却した際の売却価額であります。なお当該金額は、第三者の株価

算定に基づき決定しております。
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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 22円56銭

１株当たり当期純損失金額 4円21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、１株当たり当期純損失であり、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 14円51銭

１株当たり当期純損失金額 16円06銭

　　　　　　　　　　同　左

　（注）１株当たり当期純損失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株当たり当期純損失金額   

当期純損失（千円） 142,981 589,237

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純損失（千円） 142,981 589,237

期中平均株式数（千株） 33,996 36,688

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25日定時株主

総会決議（新株予約権の数　

597個）　

 旧商法第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25日定時株主

総会決議（新株予約権の数　

387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）

　平成17年３月15日開催の取締役会において、下記のと

おり第三者割当による新株式の発行を決議し、平成17年

４月15日に払込が完了いたしました。この結果、平成17

年４月15日付で資本金は1,434,400千円、発行済株式総数

は、36,800千株となっております。

　　　　　　　　　　　　　

①　発行新株式数　普通株式　　　　　2,800,000株

②　発行価額　　　１株につき　　　　　　　125円

③　発行価額の総額　　　　　　　　350,000,000円

④　資本組入額　　１株につき　　　　　　　 63円

⑤　資本組入れ額の総額　　　　　　176,400,000円

⑥　申込期日　　　　　　　　　 平成17年４月15日

⑦　払込期日　　　　　　　　　 平成17年４月15日

⑧　配当起算日　　　　　　　　 平成17年４月１日

⑨　割当先及び株式数　  株式会社ヤマノホールディ

　　　　　　　　　　　　ングコーポレーション

　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,800,000株

⑩　資金の使途　　　　 借入金の返済及び運転資金

　                ──────
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