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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は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 14,743 (△10.0) △873 (－) △844 (－)

17年３月期 16,388 (△7.0) 176 (674.0) 197 (667.2)

 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 △2,294 (－) △123 54 － － △70.0 △6.6 △5.7

17年３月期 160 (218.2) 8 64 － － 3.7 1.4 1.2

(注) ①持分法投資損益 18年３月期 －百万円 17年３月期 △5百万円

 ②期中平均株式数（連結） 18年３月期 18,574,011株 17年３月期 18,551,370株

 ③会計処理の方法の変更 無

 ④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率であります。

(2)連結財政状態  

 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 11,782 2,275 19.3 122 53

17年３月期 13,469 4,280 31.7 230 39

(注) 期末発行済株式数（連結） 18年３月期 18,567,274株 17年３月期 18,580,072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 △269 716 △590 152

17年３月期 △8 112 93 296

(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 1社　持分法適用非連結子会社数 －社　持分法適用関連会社数 －社

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社　（除外） －社　持分法（新規） －社　（除外） －社

２．平成19年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 6,570  △290  2,500  

通　期 15,350  130  2,625  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 141円05銭  

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで
おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
なお、上記予想に関する事項は添付資料の６ページを参照して下さい。
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１．企業集団の状況

企業集団の概況

当社の企業集団は、当社および子会社１社（パロット株式会社）で構成され、当社は、ハンカチ－フ、スカ－フ、エ

プロン、タオル等の卸売業が主たる事業で、子会社（１社）は、当社の商品（ハンカチ－フ）を製造し、当社に販売し

ております。

事業の系統図は次の通りであります。

 
百 貨 店 量 販 店 

専 門 店 

小 売 店 
そ の 他 

当      社 

ハンカチーフ、スカーフ、 
エプロン、タオル製造業者 

連  結  子  会  社 
（パ ロ ッ ト 株 式 会 社） 

(
 

販
売 )

 
 

商
品

 

(
 

仕
入 )

 
 

商
品

 

(
 

仕
入 )

 
 

商
品

 

 

 関係会社の状況は次の通りであります。

名称 住所
資本金又は
出資金
（千円）

主要な事業の
内容

議決権の所有（被所有）割
合

関係内容
所有割合
（％）

被所有割合
（％）

（連結子会社）

パロット㈱ 神奈川県横浜市 10,000
ハンカチーフ

製造
100 －

当社の商品を製造

し、当社に販売し

ております。

　（注）上記子会社は、特定子会社に該当します。

　      当連結会計年度において、以下の会社が新たに提出会社の関係会社となりました。

名称 住所
資本金又は出資

金（百万円）
主要な事業の内容

議決権の所有（被所有）割合

関係内容 所有割合　

（％）

被所有割合

（％） 

 （その他の関係会社）

 　一広(株)

 （注）２

 愛媛県今治市 80
タオル製品製造及び

販売
－

20.72

 （1.18）

当社に商品を販売してお

ります。

役員の兼任・・・有

 （その他の関係会社）

 　伊藤忠商事(株)

 （注）１．３

 大阪府大阪市 202,241 総合商社 － 18.78

当社に商品を販売してお

ります。

役員の兼任・・・無

　（注）１.有価証券報告書提出会社であります。

　　　　２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。

　　　　３．持分は100分の20未満であるが、実質的な影響力を持っているためその他関係会社としたものであります。

-2-



２．経営方針

(1）経営方針

（経営の基本方針）

　当社グループは、ファッションとファッションをつなぐインターモード川辺として、［1］常に業界をリードし、

［2］正しい商道と、［3］無限の可能性に挑戦する。ことを基本方針としております。

　常に視点を消費者に向け、「顧客満足第一」を念頭に置き、絶えず変化する消費行動に対応すべく、新たな販売チャ

ンネルの開拓と製品の開発に取り組み、時代の一歩先を見据え、お客様に十分満足頂ける製品を提供しつづける企業

でありたいと考えます。

（会社の利益配分に関する基本方針）

　当社グループは、株主に対する利益還元を経営の最重要政策のひとつとして位置付けており、アパレル業界におけ

るファッショントレンドに対応した迅速な商品開発を行い、消費者に密着した商品作りに努め、会社の競争力を維持・

強化するとともに、業績に裏付けられた成果配分を行うことを基本方針としております。

（投資単位の引き下げに関する考え方及び方針等）

　株式の投資単位の引き下げは、個人投資家の株式市場への参加を促進することになり、株式の流動性を高めるため

に有効な手段のひとつであると認識しております。当社グループといたしましては今後、ＩＲ活動を通じ当社グルー

プの事業戦略等を十分に説明しつつ、株価動向を勘案したうえ、慎重に検討させていただく所存であります。

（目標とする経営方針）

　当社グループは、川辺新３ヵ年再生計画（平成18年３月期）における経営指標の目標を以下の通りに置き、採算性

の向上を最重要課題として、より強固な経営基盤の確立に努めます。

　　　　　①　総資本経常利益率（連結）　　　　　2.1 ％

　　　　　②　株主資本利益率　（連結、ＲＯＥ）　3.8 ％

（中長期的な経営戦略）

　・新規ビジネスモデルの構築強化

　・在庫管理の徹底

　・ブランドライセンスのスクラップアンドビルド

　・原価低減施策の推進

　・子会社への生産部門特化による採算性向上

　・資産の有効活用

　以上、川辺新３ヵ年再生計画の実行・推進により、経営基盤の再構築とこれによる安定収益構造の確立を図ります。

（会社の対処すべき課題）

　今後のわが国経済の見通しにつきましては、企業収益の伸びや設備投資の鈍化が懸念されるものの景気自体は底堅

く推移するものと見込まれております。しかしながら、石油価格の高止まりが継続することによる企業収益の悪化や

税制改革による消費への影響など一定のリスク要因が存在することを鑑みますと、今後も経済動向に注視しながら事

業構築を行なう必要があるものと考えております。

　このような状況下におきまして、当社グループといたしましては、第62期において本社土地・建物の売却や早期希

望退職実施などにより人員、資産、組織の最適化を更に推し進め、より迅速で的確な業務執行を目指すとともに、更

なるIT化促進と物流拠点の集約化にも積極的に取り組むことで再構築を図ってまいる所存でございます。

　また当社グループにおいては、このような合理化策とともに、消費者の嗜好に合わせたオリジナル商品の開発や消

費動向に適したライセンスブランドの導入も行なうことで市場競争力を強め、利益体質の構築に努めてまいる所存で

ございます。
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（親会社等に関する事項）

（１)親会社等の商号等

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

 一広株式会社  その他の関係会社
20.72

(1.18)
 なし

 伊藤忠商事株式会社  その他の関係会社 18.78  株式会社 東京証券取引所 市場第一部

（注）親会社等の議決権被所有割合の（　）内は、間接所有割合で内数であります。

（２)親会社等の企業グループにおける上場企業の位置付け、親会社等やそのグループ企業との取引関係

　一広株式会社は、当社議決権の20.72％を所有しており、当社取締役１名が同社の取締役を兼務し、当社監査役１名

が同社の取締役を兼務しております。

同社は、タオル製品製造及び販売事業をしており当社に商品販売の事業取引をしております。

なお、当社は同社の建物を賃貸借契約をしております。

　伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の18.78％を所有しております。

同社は、総合商社であり当社に商品販売の事業取引をしております。

（３)親会社等との取引に関する事項

　「４．連結財務諸表等　⑦関連当事者との取引」をご参照ください。

（内部管理体制の整備・運用状況）

　当社グループは、コーポレート・ガバナンスの具体的施策として、社内業務全般にわたる諸規程を整備し、業務

分掌、職務権限等を規定に定めることによって、各職位の責任と権限を明確にして職務を遂行しております。その執

行状況を代表取締役社長直属の内部監査担当が適合性準拠性の面から監査しております。内部監査担当は監査結果を

速やかに代表取締役社長に報告するほか、社長の承認に基づき、関係部門へ説明します。関係部門は内部監査担当と

連携してその改善に努めるほか、必要に応じて主管部門と協議の上、社内規定の改善に関する議案を経営会議へ提案

しております。

　また、管理部門として経理部、情報システム部、総務部等を設置し現業部門への牽制機能を働かせております。

（その他、会社の経営上の重要な事項）

　特記すべき事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
（経営成績）

　当連結会計年度におけるわが国経済は、原油価格高騰に伴う懸念材料が存在するものの、企業収益の改善を背景に

した設備投資や個人消費等の内需が堅調に推移したことで、緩やかながらも景気回復基調を持続しました。

 一方で、当社グループを取り巻く環境につきましては、個人消費の購買動向に依然偏りがあることなど、ここ数年の

厳しい状況には大きな変化がなく推移しました。

　当社グループではこのような状況の背景には、消費者の情報収集力の向上とともに、より選択的で堅実な購買方法

が進んでいるものと分析し、タイムリーなマーケティング戦略と経営資源の集中化を図るなどして積極的な営業活動

に努めてまいりましたが、過去の例にとらわれない消費動向や得意先売場環境の変化など、業界内競争以外でも大変

厳しい局面を強いられ、当連結会計年度の売上高は前期比10.0％減の147億４千３百万円となりました。

　商品別営業状況を見ますと「ハンカチーフ」におきましては、英国「ヴィヴィアンウエストウッド」と英国「リバ

ティ」のブランドコラボレーション企画商品を投入したり、「和」ブームと相まって「小町シリーズ」を拡充したこ

と、また、第４四半期から投入したフランスオートクチュールブランド「ジバンシィ」が好調に立ち上がるなどのブ

ランド戦略の成功やギフト対策の一環としてもホワイトデー向けに洋菓子に見立てたタオル素材ハンカチーフなどを

「スイーツパラダイス」として販売し奏功するなどの面はありましたが、依然としてギフト市場全体が低迷している

ことや価格の低いタオル素材ハンカチーフへの購買の偏りがあることなどから、前期比9.1％の減収となりました。

　「スカーフ」におきましては、ＵＶ加工、ウォッシャブルタイプ、ウエアリングタイプなどの機能面や形状面を重

視した商品やカシミヤ、ファーなど素材を重視した商品が好調であった反面、春夏の「クールビズ」奨励による軽装

化の動きや急激な寒波到来により小売店来店客数が減少するなどのマイナス要因も大きく、前期比22.0％の減収とな

りました。

　「タオル」におきましては、従来からの一般ギフト市場が減少傾向にあることを鑑み、スポーツ用途や学童用途に

重点を置く商品計画を明確にし、「巻きタオル」の投入や関連商品などの拡充を積極的に行なったことが奏功した結

果、前期比11.9％の増収となりました。

　その他、「服飾雑貨関連」では、ハンカチーフの売上減少を補うべく服飾雑貨強化の方針を打ちたて、東京・自由

が丘発ブランド「PLAYERS」のバッグを新規投入したことや、「アイランドスタイルキャシーマム」関連の商品販売と

合わせ積極的にイベント開催を行なったことで消費需要の喚起が図られ、その結果、前期比674.6％の大幅増収となり

ました。

利益面につきましては、経費構造の改革にも尚一層取り組むとともに、経営資源の集中と資産、組織の最適化を図っ

てまいりましたが、誠に遺憾ながら当連結会計年度の経常損失は８億４千４百万円（前年同期は１億９千７百万円の

黒字）となりました。この他、固定資産売却益、投資有価証券売却益など１億９千８百万円の特別利益を計上いたし

ましたが、減損損失、商品処分損、商品評価損並びに特別退職金など16億４千百万円の特別損失を計上した結果、当

期純損失につきましては22億９千４百万円（前年同期は１億６千万円の黒字）となりました。
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（財政状態）

　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、たな卸資産の増加（311,940千円）、仕

入債務の減少（347,775千円）及び貸付による支出（75,000千円）等の支出があり、有形固定資産の売却による収入

（262,998千円）及び、有形固定資産の売却による手付金（370,000千円）等による収入がありましたものの、前年同

期に比べ144,576千円減少し、152,376千円と、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、269,814千円（前期は8,948千円の資金の使用）となりました。これは主にたな卸

資産の増加と仕入債務の減少によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

 投資活動の結果得られた資金は716,158千円（前期比537.2％増）となりました。これは主に有形固定資産売却による

収入と投資有価証券の売却による収入であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は590,920千円（前期は93,795千円の資金の獲得）となりました。これは主に短期借入

金の返済による支出によるものであります。

 

 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（％） 27.4 31.5 31.7 19.3

時価ベースの自己資本比率（％）
11.1 12.5 20.6 25.6

債務償還年数（年） 1,593.4 6.7 － －

インタレスト・カバレッジ・レシオ
0.0 6.5 － －

自己資本比率：自己資本／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、利子を支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。

（通期の見通し）

　消費動向は依然と厳しい状況が予想されますが、当社グループ一丸となり新規取引先の開拓、製造原価の低減、新

製品の開発等に、より一層積極的に取り組んでまいります。

　平成19年３月期の連結業績につきましては、売上高153億５千万円（前期に比べ６億７百万円増）、経常利益１億３

千万円（前期に比べ９億７千４百万円増）、当期純利益26億２千５百万円（前期に比べ49億１千９百万円増）を見込

んでおります。
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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 ※２ 482,961 281,376  

２　受取手形及び売掛金 ※１ 3,930,975 3,003,949  

３　たな卸資産 ※２ 3,303,673 2,421,101  

４　前払費用 398,059 515,658  

５　その他 103,006 106,006  

６　貸倒引当金 △50,980 △25,314  

流動資産合計 8,167,696 60.6 6,302,777 53.4 △1,864,918

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産  

(1）建物 ※２ 3,832,346 3,376,490  

減価償却累計額 2,467,541  2,236,181   

減損損失累計額 － 1,364,804 2,456 1,137,852  

(2）什器備品 441,324 408,241  

減価償却累計額 362,235 79,088 328,671 79,569  

(3）土地 ※２ 1,532,911 1,320,527  

(4）その他 22,635 22,752  

減価償却累計額 19,460 3,175 19,586 3,165  

有形固定資産合計 2,979,979 22.1 2,541,115 21.5 △438,864

２　無形固定資産 123,038 0.9 97,996 0.8 △25,042

３　投資その他の資産  

(1）投資有価証券 ※２ 1,263,362 1,791,181  

(2）投資不動産 ※２ 750,839  903,204   

減価償却累計額 187,386  238,485   

減損損失累計額 － 563,453 5,043 659,675  

(3）その他  404,813 423,158  

(4）貸倒引当金 △33,338 △32,914  

投資その他の資産合
計

2,198,290 16.3 2,841,100 24.1 642,809

固定資産合計 5,301,309 39.3 5,480,212 46.5 178,903

資産合計 13,469,005 100.0 11,782,990 100.0 △1,686,015
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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 ※２ 3,835,973 3,685,272  

２　短期借入金 ※２ 3,665,343 2,981,387  

３　一年以内返済予定の
長期借入金

※２ 36,000 33,000  

４　未払退職金  － 358,940  

５　未払法人税等 26,891 7,731  

６　未払費用 128,549 139,304  

７　土地売却手付金  － 370,000  

８　その他 297,868 293,092  

流動負債合計 7,990,626 59.3 7,868,730 66.7 △121,896

Ⅱ　固定負債  

１　社債  － 150,000  

２　長期借入金 ※２ 287,000 254,000  

３　繰延税金負債 221,523 434,147  

４　退職給付引当金 689,066 769,694  

５　その他  － 31,308  

固定負債合計 1,197,589 8.8 1,639,150 13.9 441,560

負債合計 9,188,216 68.2 9,507,880 80.6 319,663

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 － － － － －

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※４ 1,720,500 12.7 1,720,500 14.6 －

Ⅱ　資本剰余金 1,770,567 13.1 1,770,567 15.0 －

Ⅲ　利益剰余金 469,418 3.4 △1,843,799 △15.6 △2,313,218

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

322,894 2.3 632,816 5.3 309,922

Ⅴ　自己株式 ※５ △2,591 △0.0 △4,974 △0.0 △2,382

資本合計 4,280,789 31.7 2,275,110 19.3 △2,005,678

負債、少数株主持分及
び資本合計

13,469,005 100.0 11,782,990 100.0 △1,686,015
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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 16,388,748 100.0 14,743,286 100.0 △1,645,461

Ⅱ　売上原価 11,313,919 69.0 10,657,447 72.2 △656,471

売上総利益 5,074,829 30.9 4,085,839 27.7 △988,989

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

 

１　運賃諸掛・荷具材
料費

346,475 336,423  

２　広告宣伝費 350,429 334,480  

３　雑給 671,444 678,650  

４　給料 1,352,711 1,424,704  

５　福利厚生費 300,399 302,945  

６　退職給付費用 203,463 178,148  

７　交際費 34,304 36,744  

８　旅費交通費 230,788 258,494  

９　業務委託費 312,334 323,634  

10　賃借料 322,633 319,646  

11　消耗品費 110,791 112,835  

12　修繕費 100,060 94,648  

13　租税公課 75,855 60,235  

14　減価償却費 145,513 126,863  

15　その他の経費 341,200 4,898,406 29.8 371,133 4,959,588 33.6 61,182

営業利益又は営業
損失（△）

176,422 1.0 △873,749 △5.9 △1,050,172

Ⅳ　営業外収益  

１　受取利息 750 1,792  

２　受取配当金 8,257 9,040  

３　受取家賃 6,377 4,738  

４　投資不動産賃貸料 44,123 50,679  

５　雑収入 53,359 112,868 0.6 46,344 112,596 0.7 △272
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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）

Ⅴ　営業外費用  

１　支払利息 68,994 62,656  

２　社債利息 － 1,004  

３　持分法による投資
損失

5,320 －  

４　商品廃棄損 1,309 4,292  

５　投資不動産減価償
却費

9,016 11,118  

６　雑損失 7,201 91,843 0.5 3,840 82,914 0.5 △8,929

経常利益又は経常
損失（△）

197,447 1.2 △844,067 △5.7 △1,041,514

Ⅵ　特別利益  

１　固定資産売却益 ※１ 544 41,502  

２　投資有価証券売却
益

73,868 127,199  

３　貸倒引当金戻入額 68,819 25,591  

４　償却債権取立益 24 143,256 0.8 4,370 198,663 1.3 55,407

Ⅶ　特別損失  

１　固定資産売却除却
損

※２ 15,183 9,303  

２　投資有価証券売却
損

2,900 －  

３　投資有価証券評価
損

580 －  

４　役員退職慰労金 2,405 15,145  

５　特別退職金 － 358,940  

６　ゴルフ会員権評価
損

42,204 －  

７　減損損失 ※４ － 59,258  

８　商品処分損 102,024 1,061,064  

９　商品評価損 － 133,449  

10　その他の特別損失 ※３ 5,933 171,231 1.0 4,341 1,641,502 11.1 1,470,271

税金等調整前当期
純利益又は当期純
損失（△）

169,472 1.0 △2,286,906 △15.5 △2,456,379

法人税、住民税及
び事業税

9,072 7,731  

法人税等調整額 － 9,072 0.0 － 7,731 0.0 △1,340

当期純利益又は当
期純損失（△）

160,400 0.9 △2,294,638 △15.5 △2,455,039
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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 1,770,567 1,770,567 －

Ⅱ　資本剰余金期末残高 1,770,567 1,770,567 －

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 305,877 469,418 163,541

Ⅱ　利益剰余金増加高

１　当期純利益 160,400 －

２　持分法適用会社の減少
に伴う剰余金増加額

3,140 163,541 － － △163,541

Ⅲ　利益剰余金減少高

１　当期純損失 － 2,294,638

２　配当金による剰余金減
少高

－ － 18,580 2,313,218 2,313,218

Ⅳ　利益剰余金期末残高 469,418 △1,843,799 △2,313,218
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(4) 連結キャッシュ・フロ－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又は当期純
損失（△）

169,472 △2,286,906

減価償却費 154,529 138,879

貸倒引当金の減少額（△） △77,866 △26,090

退職給付引当金の増加額 112,304 80,627

受取利息及び受取配当金 △9,008 △10,833

支払利息 68,994 62,656

社債利息 － 1,004

持分法による投資損失 5,320 －

固定資産売却益 △544 △41,502

固定資産売却除却損 15,183 9,303

減損損失 － 59,258

特別退職金 － 358,940

投資有価証券売却損益 △70,968 △127,199

投資不動産賃貸料 △44,123 △50,679

投資有価証券評価損 580 －

ゴルフ会員権評価損 42,204 －

役員退職慰労金 2,405 15,145

商品処分損 102,024 1,061,064

商品評価損 － 133,449

売上債権の増加（△）及び減少額 △203,227 937,758

たな卸資産の増加額（△） △187,636 △311,940

仕入債務の減少額（△） △145,935 △347,775

保険積立金の減少額 44,884 77,400

未払事業所税の減少額（△） △1,012 △450

未払消費税等の減少額（△） △1,408 △45,333

その他資産・その他負債の増減額
（純額）

86,451 118,694

小計 62,623 △194,530

利息及び配当金の受取額 8,498 11,720

利息の支払額 △68,557 △62,787

役員退職慰労金の支払額 △2,405 △15,145

法人税等の支払額 △9,107 △9,072

営業活動によるキャッシュ・フロー △8,948 △269,814
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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）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の引出しによる収入 7,000 127,009

定期預金の預入れによる支出 △130,000 △70,000

有形固定資産の売却による収入 710 262,998

有形固定資産の売却による手付金 － 370,000

有形固定資産の取得による支出 △14,627 △23,596

無形固定資産の取得による支出 △4,290 △6,517

投資有価証券の売却による収入 163,967 173,507

投資有価証券の取得による支出 △54,421 △51,580

投資不動産の賃貸による収入 48,016 55,421

貸付による支出 － △75,000

貸付の回収による収入 96,025 36,010

その他投資の取得による支出 － △82,094

投資活動によるキャッシュ・フロー 112,380 716,158

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入れによる収入 1,054,643 1,494,887

短期借入金の返済による支出 △1,162,440 △2,178,843

長期借入れによる収入 350,000 －

長期借入金の返済による支出 △148,408 △36,000

社債の発行による収入 － 150,000

親会社による配当金の支払額 － △18,581

自己株式の取得による支出 － △2,383

財務活動によるキャッシュ・フロー 93,795 △590,920

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算差額 － －

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加額又は減少
額（△）

197,227 △144,576

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 99,725 296,952

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 296,952 152,376

-13-



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 当社の子会社は下記１社であり、連結の範

囲に含めております。

パロット株式会社

同左

２　持分法の適用に関する事項 持分法適用の関連会社であった下記会社は、

株式の売却（平成17年３月30日）により、

関連会社に該当しなくなったため、持分法

適用会社から除外しておりますが当連結会

計年度の損益につきましては、持分法を適

用しております。

株式会社タオル美術館

 

 

 

──────

 

 

 

３　連結子会社の事業年度等

に関する事項

連結子会社の決算日は連結決算日と一致し

ております。

同左

４　会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

期末日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入

法により処理し、売却原価は、

移動平均法により算定）

時価のあるもの

同左

時価のないもの

主として移動平均法による原価

法によっております。

時価のないもの

同左

たな卸資産

主として移動平均法による原価法に

よっております。

たな卸資産

同左

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 (2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

有形固定資産

定率法を採用しております。

なお、主な耐用年数は次のとおりで

あります。

有形固定資産

同左

建物 15年～50年

什器備品 ２年～20年

無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における利用可能期間

（５年）に基づく定額法を採用して

おります。

無形固定資産

同左

投資不動産

定率法を採用しております。なお、

主な耐用年数は次のとおりでありま

す。

投資不動産

　　　　 　同左

建物 15年～50年   
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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）重要な引当金の計上基準 (3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

売掛債権、貸付金等の貸倒損失に備

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

性を検討し、回収不能見込額を計上

しております。

①　貸倒引当金

同左

②　賞与引当金

従業員賞与の支払に備えるため、支

給見込み額に基づき計上しておりま

す。

②　賞与引当金

同左

③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

当連結会計期間末において発生して

いると認められる額を計上しており

ます。なお、会計基準変更時差異

（1,082,495千円）については、10

年による按分額を費用処理しており

ます。

数理計算上の差異及び過去勤務債務

については、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による按分額を発生翌期よ

り費用処理することとしております。

③　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

当連結会計期間末において発生して

いると認められる額を計上しており

ます。なお、会計基準変更時差異

（1,082,495千円）については、10

年による按分額を費用処理しており

ます。

数理計算上の差異については、各連

結会計年度の発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による按分額を発生翌期より費

用処理することとしております。

(4）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、決算日の直物

為替相場により円貨に換算し換算差額

を損益として処理しております。

(4）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

同左

(5）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。

(5）重要なリース取引の処理方法

同左

(6）その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

①　消費税等の会計処理について

消費税及び地方消費税の会計処理は

税抜方式によっております。

(6）その他連結財務諸表作成のための基本

となる重要な事項

①　消費税等の会計処理について

同左

５　連結子会社の資産及び負

債の評価に対する事項

当社は、平成11年３月期以前に子会社株式

を取得し、連結財務諸表を作成しておりま

すので、該当事項はありません。

　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）

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

連結キャッシュ・フロー計算書における資

金（現金及び現金同等物）は手許現金、随

時引き出し可能な現金及び容易に換金可能

であり、且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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会計処理の変更

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）

（ロイヤリティ収入の会計処理）

　従来「営業外収益」に区分掲記しておりました「ロイヤリ

ティ収入」は、当連結会計年度より「売上高」に含めて表示

する事に変更致しました。

　これに伴い、従来「販売費及び一般管理費」に含めて表示

しておりました「意匠商標権償却」の「ＧＵＧＵ　ＷＯＲＬ

Ｄ商標権」は、当連結会計年度より「仕入高」に含めて表示

する事に変更致しました。

　この会計処理の変更は当社グループが当連結会計年度より

「新規事業本部」を創設し、従来の流通経路における生産・

販売に加えて、インターネットによる販売や、新規ブランド

の開発等に進出していくにあたり、ロイヤリティ収入の位置

付けを本業と見直した結果であり、経営環境の変化に対応し

て行ったものであります。

　なお、この変更により従来と同一基準によった場合と比較

し売上総利益は25,952千円増加致しましたが、経常利益及び、

税金等調整前当期純利益への影響はありません。

 

（投資不動産の会計処理）

　従来「営業外収益」の「受取家賃」に含めて表示しており

ました「投資不動産賃貸料」は、当連結会計年度より「投資

不動産賃貸料」として区分掲記する事に変更致しました。

　これに伴い従来「販売費及び一般管理費」に含めて表示し

ておりました「減価償却費」のうち「投資不動産減価償却

費」は、当連結会計年度より「営業外費用」に区分掲記する

事に変更致しました。

　それに伴い従来「有形固定資産」に表示しておりました

「建物」「土地」は、当連結会計年度より「投資不動産」と

して「投資その他の資産」に区分掲記する事に変更致しまし

た。

　なお、従来営業活動によるキャッシュ・フローに含めて表

示しておりました投資不動産賃貸料につきましては、投資活

動によるキャッシュ・フローの「投資不動産の賃貸による収

入」に区分掲記する事に変更致しました。

　この会計処理の変更は、当社グループの損益に与える賃貸

取引の重要性が高まっている事に伴い、「投資不動産賃貸

料」に関係する債権及び収益、費用を区分掲記する事により、

より明確な連結貸借対照表及び連結損益計算書、連結キャッ

シュ・フロー計算書の区分に表示する為のものであります。

　この処理の変更により、従来と同一基準によった場合と比

較し、連結貸借対照表の「有形固定資産」は563,453千円減

少致しましたが、「投資その他の資産」は同額増加しており、

資産合計への影響はありません。

 

 

 

 

 

 

 

──────

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

──────
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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、連結損益計算書の「販売費及び一般管理費」は9,016

千円減少し、営業利益が同額増加致しましたが、営業外費用

が同額増加しており、経常利益及び、税金等調整前当期純利

益への影響はありません。

　さらに、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」は48,016千円減少しましたが、「投

資活動によるキャッシュ・フロー」は、同額増加しており、

「現金及び現金同等物の増加額」には影響ありません。　

 

 

 

 

 

 ──────

　　　　　　　　　　

 

　　　

 

 

 

 

──────

 

  

（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 59,258千円増加しており

ます。

　なお、減損損失累計額については、改正後の連結財務諸

表規則に基づき減損損失累計額の科目をもって表示してお

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）

──────

　資産の老朽化に伴う資産保有リスクの軽減と財務体質の

強化を図るため、平成18年７月26日をもって当社所有の川

辺本社第一ビル（土地・建物）を株式会社プロパストに譲

渡する旨の売買契約を平成18年３月22日に締結いたしまし

た。

　なお、本件譲渡により、平成19年３月期において固定資

産売却益31億３千２百万円を計上する予定であります。
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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　受取手形割引高 232,298千円 ※１　受取手形割引高 166,548千円

※２　担保資産及び担保付債務

　　　担保に供している資産は次のとおりです。

※２　担保資産及び担保付債務

　　　担保に供している資産は次のとおりです。

定期預金 147,008千円

商品 1,524,995千円

建物 1,100,340千円

土地 1,393,240千円

投資有価証券 819,115千円

投資不動産 522,966千円

計 5,507,668千円

定期預金 70,000千円

商品 864,037千円

建物 915,844千円

土地 1,225,331千円

投資有価証券 1,355,581千円

投資不動産 613,912千円

計 5,044,708千円

　　　担保付債務は次のとおりです。 　　　担保付債務は次のとおりです。

支払手形・買掛金 400,721千円

短期借入金 3,220,700千円

長期借入金 287,000千円

一年以内返済予定の長期借入金 36,000千円

計 3,944,421千円

支払手形・買掛金 302,584千円

短期借入金 2,452,500千円

長期借入金 254,000千円

一年以内返済予定の長期借入金 33,000千円

計 3,042,084千円

　３　保証債務 　３　保証債務

パロット株式会社の買入債務及

び借入金に対する保証債務
179,699千円

パロット株式会社の買入債務及

び借入金に対する保証債務
158,939千円

※４　当社の発行済株式総数 ※４　当社の発行済株式総数

普通株式 18,610,000株 普通株式 18,610,000株

※５　当社が保有する自己株式の数 ※５　当社が保有する自己株式の数

普通株式 29,928株 普通株式 42,726株
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成16年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　固定資産売却益の内訳 ※１　固定資産売却益の内訳

保険金積立金 534千円

機械装置 10千円

保険金積立金 221千円

土地 41,280千円

※２　固定資産売却除却損の内訳 ※２　固定資産売却除却損の内訳

固定資産売却損 固定資産売却損

保険積立金 7,774千円

   

保険積立金 1,526千円

土地 3,008千円

固定資産除却損 固定資産除却損

建物 5,980千円

エプロン売場撤退費 1,059千円

什器備品 228千円

機械装置 140千円

 ※３　その他の特別損失の内訳   

 　　　　ロイヤリティ償却損 5,933千円

建物 984千円

什器備品 3,762千円

機械装置 21千円

   

 ※３　その他の特別損失の内訳   

      　 事業家保険積立金 3,997千円

 　　　　空調撤去費用 343千円

   

※４　減損損失について

 　　 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まし

　　　た。

地域 用途 種類
減損損失

（千円）

関東甲信越

地区
遊休土地  土地 41,375

近畿地区
賃貸マン

ション

土地及び建

物等
12,327

パロット

東北地区
遊休土地

土地及び建

物等
5,556

　     当社グループは、事業所を単位としてグルーピン

       グを行っております。

　　　 グルーピングの単位である各支店においては、減

       損の兆候はありませんでしたが、継続的な地価の

　　　 下落により、当社グループは当連結会計年度にお

　　　

　　　 いて、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（59,258千円）として特別損失

　　　

　　　 計上しました。その内訳は、本社41,375千円

　　　（内、土地41,375千円）大阪支店12,327千円

      （内、土地7,284千円、建物5,043千円）パロット

      （株）5,556千円（内、土地3,100千円、建物2,456

       千円）であります。

　     なお、上記資産グループの回収可能価額は、正

       味売却価額により測定しており、土地及び建物に

       ついては、不動産鑑定士による鑑定評価額等によ

       り評価しております。
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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（平成17年３月31日

現在）

(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18年３月31日

現在）

（千円）

現金及び預金勘定 482,961

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △186,008

現金及び現金同等物 296,952

（千円）

現金及び預金勘定 281,376

預入期間が３ヶ月を超える定期預金 △129,000

現金及び現金同等物 152,376

(2）重要な非資金取引の内容

該当事項はありません。

(2）重要な非資金取引の内容

該当事項はありません。
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①　リース取引

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）

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)

什器備品 201,572 148,369 53,202

ソフトウェ
ア

66,573 27,559 39,013

その他 633 433 199

合計 268,778 176,362 92,415

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)

什器備品 105,537 38,945 66,591

ソフトウェ
ア

85,423 43,188 42,234

その他 500 425 75

合計 191,460 82,559 108,901

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 29,011千円

１年超 66,683千円

合計 95,695千円

１年内 36,550千円

１年超 76,079千円

合計 112,629千円

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 46,928千円

減価償却費相当額 42,275千円

支払利息相当額 4,257千円

支払リース料 36,769千円

減価償却費相当額 33,055千円

支払利息相当額 4,224千円

４　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額

を零とする定額法によっております。

４　減価償却費相当額の算定方法

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。

５　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額

相当額との差額を利息相当額とし、各

期への配分方法については、利息法に

よっております。

 

　　　　 ──────

５　利息相当額の算定方法

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。

６　減損損失について

リース資産に配分された減損損失はあ

りません。
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②　有価証券

（前連結会計年度）（平成17年３月31日現在）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

取得価額 連結貸借対照表計上額 差額

千円 千円 千円

連結貸借対照表計上額が取得

価額を超えるもの
株式 611,322 1,159,856 548,533

連結貸借対照表計上額が取得

価額を超えないもの
株式 25,174 21,059 △4,115

合計 636,497 1,180,916 544,418

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）

119,641 65,244 2,900

３　時価評価されていない主な「有価証券」の内容及び連結貸借対照表計上額

(1）その他有価証券

非上場株式 82,446千円

４　保有目的の変更

　　当連結会計年度において、従来、関連会社株式（持分法適用関連会社）で保有しておりました株式会社タ

　オル美術館の株式をその他有価証券（時価のないもの）に変更しております。これは、当連結会計年度中

　に株式会社タオル美術館の株式を一部売却した事により、関連会社に該当しなくなった為、変更を行った

　ものであります。

　なお、当該変更が連結財務諸表に与えている影響は軽微であります。

５　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　該当事項はありません。
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（当連結会計年度）（平成18年３月31日現在）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

取得価額 連結貸借対照表計上額 差額

千円 千円 千円

連結貸借対照表計上額が取得

価額を超えるもの
株式 641,770 1,708,734 1,066,964

連結貸借対照表計上額が取得

価額を超えないもの
株式 － － －

合計 641,770 1,708,734 1,066,964

２　当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円）

173,481 127,199 －

３　時価評価されていない主な「有価証券」の内容及び連結貸借対照表計上額

(1）その他有価証券

非上場株式 82,446千円

４　その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額

　該当事項はありません。
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③　デリバティブ取引

（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）

　　　該当事項はありません。

（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）

　　　該当事項はありません。

④　退職給付

（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　採用している退職給付制度の概要

　退職金規定に基づく社内積立の退職一時金制度のほか、適格退職年金制度を採用しております。

　なお、当社は上記退職給付制度のほか、東京実業厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基金制

度は退職給付会計実務指針33項の例外処理を行う制度であります。同基金の年間資産残高のうち当社の掛金拠

出割合（給与総額）に基づく期末の年金資産残高は、1,847,034千円であります。

２　退職給付債務に関する事項（平成17年３月31日現在）

(単位：千円）

イ　退職給付債務 △1,228,533

ロ　年金資産 213,341

ハ　未積立退職給付債務（イ＋ロ） △1,015,192

ニ　会計基準変更時差異の未処理額 541,247

ホ　未認識数理計算上の差異 △211,590

ヘ　未認識過去勤務債務 △3,531

ト　退職給付引当金（ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） △689,066

３　退職給付費用に関する事項（自　平成16年４月１日　至　平成17年３月31日）

(単位：千円）

イ　勤務費用 70,511

ロ　利息費用 32,157

ハ　期待運用収益 △2,867

ニ　会計基準変更時差異の費用処理額 108,249

ホ　数理計算上の差異の費用処理額 △3,998

ヘ　過去勤務債務の費用処理額 △589

ト　小計 203,463

チ　厚生年金基金掛金 66,827

リ　退職給付費用合計 270,290

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　割引率 2.5％

ロ　期待運用収益率 2.0％

ハ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ニ　数理計算上の差異の処理年数 10年

ホ　会計基準変更時差異の処理年数 10年

ヘ　過去勤務債務の額の処理年数 10年
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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　採用している退職給付制度の概要

　退職金規定に基づく社内積立の退職一時金制度のほか、適格退職年金制度を採用しております。

　なお、当社は上記退職給付制度のほか、東京実業厚生年金基金に加入しておりますが、当該厚生年金基金制

度は退職給付会計実務指針33項の例外処理を行う制度であります。同基金の年間資産残高のうち当社の掛金拠

出割合（給与総額）に基づく期末の年金資産残高は、2,327,526千円であります。

２　退職給付債務に関する事項（平成18年３月31日現在）

(単位：千円）

イ　退職給付債務 △1,221,834

ロ　年金資産 241,860

ハ　未積立退職給付債務（イ＋ロ） △979,974

ニ　会計基準変更時差異の未処理額 432,997

ホ　未認識数理計算上の差異 △219,775

ヘ　未認識過去勤務債務 △2,942

ト　退職給付引当金（ハ＋ニ＋ホ＋ヘ） △769,694

３　退職給付費用に関する事項（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

(単位：千円）

イ　勤務費用 61,214

ロ　利息費用 30,426

ハ　期待運用収益 △3,994

ニ　会計基準変更時差異の費用処理額 108,249

ホ　数理計算上の差異の費用処理額 △17,158

ヘ　過去勤務債務の費用処理額 △589

ト　小計 178,148

チ　厚生年金基金掛金 76,657

リ　退職給付費用合計 254,805

４　退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

イ　割引率 2.5％

ロ　期待運用収益率 2.0％

ハ　退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準

ニ　数理計算上の差異の処理年数 10年

ホ　会計基準変更時差異の処理年数 10年

ヘ　過去勤務債務の額の処理年数 10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 （千円）

繰越欠損金 489,469

商品評価損 1,294

貸倒引当金損金算入限度超過額 4,066

投資有価証券評価損 211,657

退職給付引当金損金算入限度超過額 277,402

その他 129,611

評価性引当額 △1,113,503

繰延税金資産の合計 0

 

 

繰延税金負債

その他有価証券

評価差額金 221,523

繰延税金負債の合計 221,523

繰延税金負債の純額 221,523

繰延税金資産 （千円）

繰越欠損金 1,098,623

商品評価損 57,228

貸倒引当金損金算入限度超過額 4,323

投資有価証券評価損 105,283

退職給付引当金損金算入限度超過額 458,802

減損損失 24,112

その他 133,937

評価性引当額 △1,882,311

繰延税金資産の合計 0

 

繰延税金負債

その他有価証券

評価差額金 434,147

繰延税金負債の合計 434,147

繰延税金負債の純額 434,147

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

法定実効税率 40.6％

（調整）  

交際費等永久に損金算入されない項目 7.9％

住民税均等割等 5.3％

評価性引当金 △52.1％

その他 3.5％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 5.3％

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

　　税金等調整前当期純損失のため、記載しておりません。

⑥　セグメント情報

【事業の種類別セグメント情報】

　前連結会計年度及び当連結会計年度は、一セグメント（日常品としての身の回り品）の売上高のため記載を

省略いたしました。

【所在地別セグメント情報】

　前連結会計年度及び当連結会計年度は、本国以外の国又は、地域に所在する重要な在外支店及び連結子会社

はありません。

【海外売上高】

　前連結会計年度及び当連結会計年度は、海外売上高が連結売上高の10％未満であるため記載を省略いたしま

した。

-27-



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
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(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

伊藤忠商

事㈱

大阪市中

央区
202,241 総合商社

(被所有)

直接18.7
なし

製品の

仕入
商品仕入高 1,106,733

支払手形

買掛金

327,978

72,743

一広㈱
愛媛県今

治市
80

タオル製

品製造及

び販売

(被所有)

直接19.5

役員１

名

出向１

名

製品の

仕入
商品仕入高 1,798,484

支払手形

買掛金

611,306

181,681

(2) 役員及び個人主要株主等

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

役員 田中克郎 － － 弁護士 なし なし － 弁護士報酬 4,685 － －

　（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。

　　　　２　取引条件及び取引の決定方針等

(1）市場価格を参考にして、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
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
（被所
有）割合

関係内容

取引の内容
取引金額
(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

伊藤忠商

事㈱

大阪市中

央区
202,241 総合商社

(被所有)

直接18.7
なし

製品の

仕入
商品仕入高 933,014

支払手形

買掛金

248,612

53,972

一広㈱
愛媛県今

治市
80

タオル製

品製造及

び販売

(被所有)

直接19.5

役員２

名

出向１

名

製品の

仕入
商品仕入高 1,755,376

支払手形

買掛金

569,009

189,708

　（注）１　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。

　　　　２　取引条件及び取引の決定方針等

(1）市場価格を参考にして、決定しております。

(2) 役員及び個人主要株主等

　　　　　　該当事項はありません。
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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 230円39銭

１株当たり当期純利益 8円64銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 －

１株当たり純資産額   122 円53銭

１株当たり当期純損失 123 円54銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 －

　（注）　潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式の発行がない為記載しておりません。

１株当たり当期純利益又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は以下のとおりです。

前連結会計年度 当連結会計年度

当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 160,400 △2,294,638

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失（△）（千円） 160,400 △2,294,638

期中平均株式数 18,551,370株 18,574,011株

（重要な後発事象）

前連結会計年度

　該当事項はありません。

当連結会計年度

　該当事項はありません。
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５．生産、受注及び販売の状況

１．品目別販売実績

 （単位：千円）

品目

前連結会計年度
（平成16/４～平成17/３）

当連結会計年度
（平成17/４～平成18/３）

増減（△）

金額 構成比 金額 構成比

％ ％

ハンカチーフ 12,656,764 77.2 11,492,760 77.9 △1,164,004

スカーフ 3,342,515 20.3 2,607,045 17.6 △735,470

エプロン 25,190 0.1 1,350 0.0 △23,840

タオル 328,896 2.0 368,039 2.4 39,143

その他 35,381 0.2 274,089 1.8 238,708

合計 16,388,748 100.0 14,743,286 100.0 △1,645,465

 （注）　上記金額には、消費税は含まれておりません。。

 

 ２．品目別仕入実績

 （単位：千円）

品目

前連結会計年度
（平成16/４～平成17/３）

当連結会計年度
（平成17/４～平成18/３）

増減（△）

金額 金額

ハンカチーフ 9,296,586 8,203,920 △1,092,666

スカーフ 2,328,474 2,209,299 △119,175

エプロン 113,144 2,021 △111,123

タオル 263,199 315,031 51,832

その他 10,238 256,494 246,256

合計 12,011,643 10,986,767 △1,024,876

 （注）　上記金額には、消費税は含まれておりません。
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