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１．平成18年7月中間期の連結業績（平成18年2月1日～平成18年7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7月中間期 16,230 53.8 △1,251 － △1,266 －

17年7月中間期 10,555 △17.4 △272 － △471 －

18年1月期 25,565 △291 △528

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭

18年7月中間期 △1,520 － △10 52 － －

17年7月中間期 △412 － △8 39 － －

18年1月期 359 3 77 3 27

（注）①持分法投資損益 18年7月中間期 ― 17年7月中間期 ― 18年1月期 ― 

②期中平均株式数 (連結) 18年7月中間期 145,874,186株 17年7月中間期 49,766,644株 18年1月期 90,639,122株

③会計処理の方法の変更 　有

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

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

18年7月中間期 21,803 6,195 25.6 24 14

17年7月中間期 18,293 4,222 23.1 20 08

18年1月期 19,551 6,795 34.8 34 01

（注）期末発行済株式数（連結） 18年7月中間期 147,459,228株 17年7月中間期 110,467,056株 18年1月期 140,460,770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7月中間期 △2,166 △2,602 737 2,209

17年7月中間期 △2,977 328 5,162 3,711

18年1月期 △725 4,100 1,662 6,240

(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 13社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況

連結（新規） 3社　 （除外） －社 持分法（新規） －社　 （除外） －社

２．平成19年1月期の連結業績予想（平成18年2月1日～平成19年1月31日）  

売上高 経常利益 当期純利益

百万円 百万円 百万円

通　期 38,700 100 1,000

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　6 円59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、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.平成18年７月中間期及び平成18年１月期の連結業績」の指標算式

○　１株当たり中間（当期）純利益

（中間）連結損益計算書上の中間（当期）純利益－普通株主に帰属しない金額（注）

（中間）期中平均普通株式数－（中間）期中平均自己株式数

○　潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益

（中間）連結損益計算書上の中間（当期）純利益－普通株主に帰属しない金額（注）

（中間）期中平均普通株式数 －（中間）期中平均自己株式数 ＋ 潜在株式数

（注）優先株式配当金総額であります。

○　１株当たり純資産

 純資産の部金額－優先株式に係る資本金及び資本準備金－優先株式配当要支払額－少数株主持分－新株予約権

（中間）期末普通株式発行済株式数－（中間）期末自己株式数

「２.平成19年１月期の連結業績予想」の指標算式 

○　１株当たり予想当期純利益（通期）

 　　　予想当期純利益－優先株式配当要支払額

中間期末普通株式発行済株式数－中間期末自己株式数
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１．企業集団の状況

　当社を含む企業集団は、当社及び連結子会社13社、合計14社で構成されており、主な事業は、紳士外着、婦人外着、

子供外着、肌着・ナイティなど各種繊維二次製品の製造及び販売であります。また、親会社のジェイ・ブリッジ株式会

社は投資事業を営んでおり、当社グループに役員を派遣しております。当社グループの当社及び各子会社の位置付けは

次のとおりであります。

(1) 当社（小杉産業株式会社）

　当社は、上記製品のほとんどの商品企画を行い、生産子会社及び国内ならびに海外の協力メーカーに生産の委託を

行い、それらから仕入れた製品を本店（東京）、大阪支店、福岡支店、札幌店及び名古屋店を通じ、全国の百貨店、

チェーンストア、専門店、小売店などに対し販売を行っております。また、一部直営店舗での販売ならびに海外との

輸出入業務を行っております。

(2) 生産機能子会社

　株式会社栃木コスギニット及び株式会社新潟コスギニットの２社であります。

(3) 販売機能子会社

　株式会社ファミリーウェイ１社であります。

(4) ＳＰＡ・小売展開子会社

　株式会社コージツ、株式会社コージツフィッシング、株式会社ミナミ、株式会社ツー・アンド・ワン、株式会社タ

ガラ、有限会社ニーズの６社であります。

(5) 物流機能子会社

　株式会社コスギファッションネット１社であります。

(6) ライセンス管理子会社

　株式会社ジェーエヌジェー１社であります。

  以上の各社について事業系統図を示すと、次のとおりになります。
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 ＜生産機能＞ 

小
杉
産
業
株
式
会
社
（
当
社
） 

・株式会社栃木コスギニット 
当社の商品企画に基づいた製品の製造 

・株式会社新潟コスギニット 
当社の商品企画に基づいた製品の製造 

・株式会社ファミリーウェイ 
職域販売ならびに専門小売店を中心とした販売活動 

・株式会社コスギファッションネット 
当社グループの物流業務を委託 

・株式会社ジェーエヌジェー 
「ジャック・ニクラウス」の商標権等の管理 

・株式会社コージツ 
登山用品の販売 

・株式会社コージツフィッシング 
釣用品の販売 

・株式会社ミナミ 
スポーツウェアの製造販売、スポーツ用具の販売 

・株式会社ツー・アンド・ワン 
「ミエコ ウエサコ」ブランドでゴルフ衣料・小物を企画製造販売 

・株式会社タガラ 
「シャルル ジョルダン」「シャルル ジョルダン ビス」ブランドの婦
人服製造販売 

・有限会社ニーズ 
有名セレクトショップ・ヤング市場へ商品展開 
当社商品の企画 

＜販売機能＞ 

＜物流機能＞ 

＜ライセンス管理機能＞ 

＜ＳＰＡ・小売＞ 

・株式会社グッドタイム 
・株式会社グレース南部 

＜清算会社＞ 

ジ
ェ
イ
・
ブ
リ
ッ
ジ
株
式
会
社
（
親
会
社
） 
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２．経営方針

１．会社の経営基本方針

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

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

きる、よりよい品質と価値観のある価格、さらに市場動向に即応した豊かなファッション商品を提供し続けることで、

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

る企業グループを目指してまいります。

２．利益配分に関する基本方針

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

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

３．中長期的な経営戦略及び対処する課題

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

造ができる企業集団への進化が経営課題であると認識しております。

　平成17年度から進めております経営改革も17年度には財務体質の改善を達成することができ、第二段階へと進展し

ております。今後は、利益を創出し続けることが出来うる営業体制を構築していくことが当社及び当社グループの責

務であり、その為には、以下に掲げた項目の達成を目指してまいります。

（1） 利益体質への転換

 ①　ビジネスモデルへの改革

（ア） ＳＰＡ型オペレーションの構築により売上総利益率の向上　（注)１

（イ）「ゴールデンベア」「ジャンセン」ブランドの強化

②　仕入体質の強化

ＳＣＭモデルの構築により資金効率・利益効率の向上　（注)２

（2） 新規事業の創造

①　Ｍ＆Ａによる事業構造再編・・・ゴルフブランド事業の構築

②　ブランドの立ち上げ・・・新規ブランドの開発・推進

 

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

してまいります。

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

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

全社員一丸となって努力を続けてまいります。

　（注）１　ＳＰＡ　Specialty store retailer of Private label Apparel　の略 

「自社で製造から販売までを一括して管理するアパレル小売業」を指す。アパレル商品を企画から生産、

販売を一体化させた企業形態。

（注）２　ＳＣＭ　Supply Chain Management　の略 

原材料の調達から製品の生産、流通、販売という一連の流れをサプライチェーンと呼び、ＩＴ（情報技

術）を活用して全体の最適化を図ることにより、コスト削減やリードタイムの短縮などを実現する経営手

法。
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４．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

（1） コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

　当社グループは「顧客」「株主」を初めとするステークホルダーの視点から、企業経営の効率化及び透明性向

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

し、コーポレートガバナンスの充実を図ってまいります。

（2） コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況

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

ます。

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

役会は３名で構成され、取締役会に出席するほか、業務執行状況を監視しております。

③　企業理念の実現及び法令の遵守ならびに市場からの信頼獲得に加え、企業としての社会的責任達成のため、

コンプライアンス委員会を設置し、業務遂行に当たる行動指針の設定と啓蒙を進めてまいります。

④　会計監査人は、４月27日開催の定時株主総会において国際第一監査法人が選任され、監査契約に基づき正し

い経営情報の報告を受け、会計監査が実施されております。

⑤　内部統制機能の推進を図るため、経営企画部に業務管理グループを設置すると共に、関連事業部を設置して、

グループ経営における透明性を高めております。　

 ※　コーポレートガバナンス体制及び内部統制の模式図は、以下の通りです。

 
株  主  総  会 

会  

計 
 

監 
 

査 
 

人 

監査役会  監査役３名 取締役会  取締役９名 

社長・営業本部 

各事業部・支店 

コンプライアンス委員会 

ホットライン制度 

業務管理グループ 

　なお、当社グループにおいて上記の体制をより確実に推進するため、平成18年５月に「内部統制システムの構築

の基本方針」を策定致しました。

　当社グループといたしましては、今後も引き続き、企業経営の適法性及び効率化に加え、リスクの回避を実現で

きるコーポレートガバナンスを確立してまいります。
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５．親会社に関する事項

（1） 親会社等の商号等

親会社等 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

ジェイ・ブリッジ株式会社 親会社 48.0％ 東京証券取引所　第二部

（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

　当社の親会社はジェイ・ブリッジ株式会社であり、当中間連結会計期間末現在、当社の48.0％の議決権を保有

しております。当社取締役９名のうち２名が親会社の取締役を兼務しております。

　当社はジェイ・ブリッジグループの繊維製品製造販売事業の中核企業ではありますが、独立した企業として自

主性を確保しながら、ジェイ・ブリッジグループ内においてシナジー効果を発揮することにより、企業価値の最

大化を図り、ジェイ・ブリッジグループの連結経営に貢献していく方針です。

（3） 親会社等との取引に関する事項

　当社と親会社等との間には営業上の取引関係はありません。

　今後、親会社及び親会社のグループ会社と取引を行う場合は、他企業と同等の条件で取引することを基本とし

ております。
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３．経営成績及び財政状態

１．経営成績

(1) 当中間連結会計期間の概況

　当中間連結会計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰などの影響もあり踊り場状態にあります。当社グルー

プに大きく影響を及ぼす衣料品消費で見ると下げ止まり感があるものの未だ減少傾向にあり、厳しい状況でありま

す。

  このような外部環境のもと、当社は従来の委託販売によるビジネスモデルから、消化販売を主としたＳＰＡ型ビ

ジネスモデルへの移行期にあり抜本的なオペレーションの改革を進めております。前年度から進めてきたこの改革

による流通在庫圧縮及び返品減少などの成果に加え、仕入先との協力関係強化による原価率の改善が進み、返品調

整引当金控除前の売上総利益率は改善いたしました（前期比3.8％の増加）。さらに、プロパー品（今期企画した商

品）の販売でも前年を大きく上回り、その売上高は前期比14.3％増加し、利益率におきましても大幅に改善いたし

ました。

  しかしながら、春先から初夏にかけての低温や、九州地方から中部地方においての集中豪雨や長梅雨等による商

況の冷え込みにより、プロパー品とキャリー品（季越商品）とを加えた売上高は、当初計画に比べ大きく伸び悩ん

でおります。また、ＳＰＡ型ビジネスモデルへの移行期ということもあり、新規取引先との間の納期遅れによる機

会損失も売上高低迷の要因となりました。

　また、連結子会社におきましては、２月に新たに連結子会社化した株式会社コージツ（以下、コージツ）におい

ては、当中間連結会計期間における繁忙期であるゴールデンウィークに、例年に比べ残雪が多かったことや、近郊

の山域需要が拡大したことなどにより、ウェアやアウトドアシューズを中心に売上高が好調に推移いたしました。

　さらに、５月末に連結子会社となった株式会社ツー・アンド・ワン（以下、２＆１）においては、ゴルフバッグ

を中心とした用品の販売が好調に推移しております。

　しかしながら、株式会社ミナミ（以下、ミナミ）においては、売上高の比重が下期に偏重していることに加え、

天候不順の影響を受け、Ｔシャツを中心とした衣料品の売上高が伸び悩みました。

　このような状況により、当社グループの当中間連結会計期間の売上高は、新規子会社の売上高が加わり、162億30

百万円（前年同期比56億75百万円の増加） となりました。一方、利益面では、当社売上高の減少と新規ブランドの

積極的展開への開発費用が増加したことなどにより、経常損失として12億66百万円（前年同期比7億95百万円の増

加）を計上することとなりました。また、グループ内で保有するリース資産や有形固定資産の一部について減損損

失を計上したことにより、中間当期純損失は15億20百万円（前年同期比11億7百万円の増加）となりました。

　なお、セグメント別には、カジュアルウェア販売事業の売上高が106億49百万円、営業損失が7億16百万円、スポー

ツ用品販売事業の売上高が55億81百万円、営業損失が5億34百万円となっております。

(2) 通期の見通し

　当社グループの下期の事業運営につきまして、まず当社におきましては、主力であるアパレル部門について、新

たに招聘した執行役員副社長を中心とする業務改革、特に営業体制の抜本的な改革を進めてまいります。併せて有

能な人材の補強、取引先や取引内容の見直し、不採算店舗の撤退や取引条件改善、中国などの海外工場との直取引

拡大を徹底して行い、利益率の改善に努めてまいります。

　また、「ゴールデンベア」ブランドのショップ化の更なる推進と、「ジャンセン」を中心とした既存ブランドの

再構築を進め、既存の販路での拡販に努めるとともに、ＳＰＡ事業として従来取り組んでいなかったヤングエイジ

向けの新ブランドの「ヴィブランス」「（ニュー）ジャンセン」を投入いたします。

 さらに、これまで計画を進めてきた直営店での事業展開は、「ラフォーレ原宿店」を皮切りに８月末より順次オー

プンを進め、収益貢献に寄与することを目指してまいります。

　このような状況のもと、下半期には売上高の増加による収益改善を進めてまいります。

　一方、当社グループ全体としては、特に前期から今期にかけて新たにグループ会社となった各社を中心に、連携

強化を図ることに注力いたします。

　具体的には、直営店展開を積極的に行い、新規の顧客獲得と売上高増強に取り組むとともに、特にスポーツ関連

事業での連携強化を進めてまいります。

　まず、２＆１との関係においては、同社の主力であるゴルフウェア事業とのシナジーを高めるなかで、当社ブラ

ンドの「ＫＥＮＺＯゴルフ」と今年秋より当社が新たに取り組む「ＣＷ－Ｘゴルフ」との様々なコラボレーション

企画や、２＆１既存店舗での当社ブランドの展開等を通じ、当社及び同社の売上高を相乗的に拡大させる方針で

す。

　また、コージツにおいては、団塊の世代を中心とした中高年の健康志向や余暇充実志向に支えられ、幅広い年齢

層からの支持により売上高が伸びており、既存店舗の拡大や新規出店の加速化により売上高に拡大が見込まれるな

か、当社との共同企画による機能肌着の展開も積極的に行ってまいります。
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　さらに、ウィンタースポーツ関連がメインであるミナミにおいては、今シーズン向けのスノーボードやスキーの

受注が好調に推移しており、メインシーズンである下期に向けて万全の体制を整える一方、不採算店舗の撤退を前

倒しで実施し、収益力の改善を目指します。また、コージツと同様に当社との共同企画による機能肌着の販売も実

施してまいります。

　加えて、当社グループ全般において保有資産の有効活用を進める中で、固定資産の売却を実施することにより、

特別利益の発生を見込んでおります。

　この様な状況のもと、当社グループの連結通期売上高は387億円、経常利益1億円、当期純利益10億円（個別業績

は売上高218億円、経常利益6億円、当期純利益9億50百万円）を見込んでおります。

 当社グループといたしましては、今後も引き続き再生に向けた企業価値向上を目指し、全社一丸となって更なる経

営努力を進めてまいります。

２．財政状態

(1) 営業活動によるキャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純損失15億7百万円でありました

が、仕入債務の減少11億94百万円等により21億66百万円の減少（前中間連結会計期間は29億77百万円の減少）とな

りました。

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間の投資活動によるキャッシュ・フローは、連結範囲変更を伴う子会社株式の取得支出などに

より26億2百万円の減少（前中間連結会計期間は3億28百万円の増加）となりました。

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金による収入などにより7億37百万円の増

加（前中間連結会計期間は51億62百万円の増加）となりました。

この結果、当中間連結会計期間末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ40億30百万円減少の22億9百万

円となりました。

 (4) キャッシュ・フロー指標のトレンド

 前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

 自己資本比率（％） 23.1 25.6 34.8

 時価ベースの自己資本比率（％） 210.1 65.6 160.2

 債務償還年数（年） － － －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － －

（注）１　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

２　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

３　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

＊　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

＊　株式時価総額は、期末最終株価×期末発行済株式数(自己株式控除後）により算出しております。

＊　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子を支払っている全ての負債を対象と

しております。また、利払い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。
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３．事業等のリスク

　当社グループの経営成績は、今後起こりうる様々な要因により大きな影響を受ける可能性があります。

　以下に示した事業展開上のリスク要因及び不確実要素は、当社グループに対し重大な影響を与え、営業利益を減少

させる可能性があります。

　なお、文中における将来に関する事項は、当中間連結会計期間末現在において当社グループが判断したものであり

ます。

(1) 国内衣料消費や気象状況の動向によるリスク

　当社グループは、売上の大部分を国内の百貨店及びチェーンストアに対する売上に依存していることから、個人

消費の動向、特に衣料品消費の動向に左右されることが考えられます。また、外部環境の変化に対応した商品企画

に傾注しておりますが、特に冷夏暖冬等の気象状況の変化が市場動向を大きく左右することで商品の売れ残りまた

は相当の売上値引ならびに売上返品が起き、当社グループの経営成績に影響を及ぼすリスクがあります。

　さらに、当社の連結子会社で取扱うアウトドア用品及びスポーツ用品の分野については、豪雨、豪雪、台風によ

る自然環境の大きな変化が、経営成績に影響を及ぼす場合があります。

(2) 自然災害や事故における生産リスク

　当社グループの商品は、その大部分について協力メーカーに生産を委託しており、企画から納品まで随時生産状

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

社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(3) ブランドのライセンス供与中止等によるリスク

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

のもと、企業生産を行っております。しかし、一方的なライセンス供与の中止や契約内容の大きな変更等により当

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

当金増大などのリスクがあります。

(4) 品質管理について

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

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

を及ぼす可能性があります。

(5) 個人情報の管理について

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

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

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

プの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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４．中間連結財務諸表等

(1)　中間連結財務諸表

  ①　中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金 ※１  3,711,804   2,229,515   6,240,009  

２　受取手形及び売掛金 ※４  3,478,755   2,950,831   3,071,936  

３　たな卸資産   3,225,109   5,154,936   3,477,017  

４　その他   220,120   487,182   294,697  

貸倒引当金   △64,336   △6,909   △34,647  

流動資産合計   10,571,453 57.8  10,815,556 49.6  13,049,012 66.7

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１          

(1) 建物及び構築物  6,364,902   5,435,279   3,939,032   

減価償却累計額  △2,665,016 3,699,885  △2,880,320 2,554,959  △1,854,474 2,084,558  

(2) 機械装置及び運搬
具

 218,277   79,010   75,086   

減価償却累計額  △198,982 19,295  △66,723 12,286  △65,701 9,384  

(3) 器具及び備品  1,522,559   1,958,628   1,717,198   

減価償却累計額  △1,136,132 386,427  △1,420,415 538,212  △1,233,286 483,911  

(4) 土地   2,504,314   2,380,221   1,290,887  

有形固定資産合計   6,609,921   5,485,681   3,868,742  

２　無形固定資産           

 （1）連結調整勘定   ―   1,855,780   41,000  

 （2）その他   55,798   129,993   127,674  

無形固定資産合計   55,798   1,985,773   168,675  

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※１  882,644   837,489   1,049,949  

(2) 長期貸付金   2,302   29,976   15,208  

(3) 敷金保証金 ※１  ―   2,927,755   1,711,489  

(4) その他   296,380   247,178   238,508  

貸倒引当金   △124,972   △525,480   △550,263  

投資その他の資産合
計

  1,056,354   3,516,919   2,464,893  

固定資産合計   7,722,074 42.2  10,988,374 50.4  6,502,310 33.3

資産合計   18,293,528 100.0  21,803,930 100.0  19,551,323 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形及び買掛金 ※４  5,151,711   6,142,054   5,551,829  

２　短期借入金
※１
※５

 4,457,542   1,786,800   49,329  

３　一年内返済長期借入
金

※１  694,848   691,216   318,712  

４　一年内償還予定社債   ―   403,750   ―  

５　未払消費税等   71,817   59,525   ―  

６　未払法人税等   27,034   49,514   49,933  

７　繰延税金負債   ―   407,912   434,862  

８　未払費用   457,550   602,062   493,430  

９　返品調整引当金   536,387   476,918   556,069  

10　賞与引当金   43,134   94,020   48,178  

11　ポイント引当金   ―   125,752   132,098  

12　事業構造改善引当金   ―   49,288   ―  

13　新株予約権   111,000   ―   ―  

14　その他   127,507   1,047,677   1,496,895  

流動負債合計   11,678,534 63.8  11,936,491 54.7  9,131,338 46.7

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※１  593,993   1,257,523   341,397  

２　長期未払金   ―   263,452   1,192,694  

３　退職給付引当金   1,445,956   1,321,175   1,299,816  

４　役員退職金引当金   5,530   ―   22,000  

５　事業構造改善引当金   ―   35,594   ―  

６　繰延税金負債   ―   34,661   120,352  

７　再評価に係る繰延税
金負債

  310,428   ―   ―  

８　連結調整勘定   ―   564,798   629,967  

９　その他   23,837   195,069   7,732  

固定負債合計   2,379,745 13.0  3,672,275 16.9  3,613,960 18.5

負債合計   14,058,280 76.8  15,608,767 71.6  12,745,298 65.2

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   12,302 0.1  ― ―  10,075 0.0

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   4,429,940 24.2  ― ―  5,389,940 27.6

Ⅱ　資本剰余金   4,178,985 22.8  ― ―  5,108,985 26.1

Ⅲ　利益剰余金   △4,810,030 △26.3  ― ―  △3,174,514 △16.2

Ⅳ　土地再評価差額金   452,482 2.5  ― ―  △691,797 △3.5

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

  △22,310 △0.1  ― ―  170,987 0.9

Ⅵ　自己株式   △6,119 △0.0  ― ―  △7,651 △0.1

資本合計   4,222,946 23.1  ― ―  6,795,949 34.8

負債、少数株主持分及び
資本合計

  18,293,528 100.0  ― ―  19,551,323 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成17年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 5,613,940 25.7 － －

２　資本剰余金  － － 2,093,097 9.6 － －

３　利益剰余金  － － △1,583,618 △7.3 － －

４　自己株式  － － △7,913 △0.0 － －

株主資本合計  － － 6,115,505 28.0 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

 － － 46,273 0.2 － －

２　土地再評価差額金  － － △570,354 △2.6 － －

評価・換算差額等合計  － － △524,081 △2.4 － －

Ⅲ　少数株主持分   － －  603,739 2.8  － －

純資産合計  － － 6,195,163 28.4 － －

負債純資産合計  － － 21,803,930 100.0 － －
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  ②　中間連結損益計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   10,555,430 100.0  16,230,795 100.0  25,565,301 100.0

Ⅱ　売上原価   5,843,409 55.4  9,665,778 59.5  14,957,410 58.5

売上総利益   4,712,020 44.6  6,565,017 40.5  10,607,890 41.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  4,984,206 47.2  7,816,203 48.2  10,899,735 42.6

営業損失   272,185 △2.6  1,251,186 △7.7  291,845 △1.1

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息及び配当金  8,336   5,146   10,637   

２　受取地代家賃  14,436   133,565   26,398   

３　受取検査手数料  11,965   2,779   25,608   

４　連結調整勘定償却額  ―   65,169   21,750   

５　その他  39,149 73,887 0.7 29,204 235,864 1.5 85,218 169,614 0.7

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  188,814   69,116   257,137   

２　新株発行費  63,579   2,887   74,922   

３　不動産賃借料  ―   131,153   ―   

４　その他  20,487 272,882 2.6 47,834 250,991 1.6 74,438 406,498 1.7

経常損失   471,180 △4.5  1,266,312 △7.8  528,729 △2.1

Ⅵ　特別利益           

１　固定資産売却益 ※２ 35   ―   646,241   

２　投資有価証券売却益  233,453   20,287   270,743   

３　貸倒引当金戻入額  114,856   56,130   172,185   

４　債務免除益  ―   18,203   ―   

５　役員退職金引当金取
崩額

 56,750   10,000   56,750   

６　その他  734 405,830 3.8 2,169 106,791 0.6 734 1,146,655 4.5

Ⅶ　特別損失           

１　固定資産売却損 ※３ ―   1,718   60,482   

２　固定資産除却損 ※４ 39,265   47,382   79,169   

３　投資有価証券評価損  99   4,999   18,599   

４　たな卸資産整理損  13,917   18,407   13,917   

５　財務構造再編費用 ※５ 263,200   ―   263,200   

６　早期退職措置関連損
失

※６ ―   ―   156,129   

７　本社及び商品センター
移転費用

※７ ―   ―   34,651   

８　減損損失 ※８ ―   260,835   ―   

９　前期損益修正損 ※９ 7,800   3,199   12,146   

10　その他  ― 324,282 3.0 11,420 347,964 2.1 13,618 651,913 2.5

税金等調整前中間
（当期）純損失

  389,632 △3.7  1,507,486 △9.3  33,987 △0.1

法人税、住民税及び
事業税

 18,634   25,200   28,274   

法人税等調整額  ― 18,634 0.2 △27,405 △2,204 △0.0 △424,499 △396,224 △1.5

少数株主利益   4,584 0.0  15,267 0.1  2,360 0.0

中間（当期）純利益
又は純損失（△）

  △412,851 △3.9  △1,520,549 △9.4  359,877 1.4
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　③　中間連結剰余金計算書

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度の
連結剰余金計算書

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

（資本剰余金の部）        

Ⅰ　資本剰余金期首残高   1,989,643  ―  1,989,643

Ⅱ　資本剰余金増加高        

１．増資による新株の発行  4,123,000 4,123,000 ― ― 5,053,000 5,053,000

Ⅲ　資本剰余金減少高        

１．欠損填補のための資本準備
金取崩額

 1,933,658 1,933,658 ― ― 1,933,658 1,933,658

Ⅳ　資本剰余金中間期末（期末）
残高

  4,178,985  ―  5,108,985

（利益剰余金の部）        

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △8,212,394  ―  △8,212,394

Ⅱ　利益剰余金増加高        

１．中間（当期）純利益  ―  ―  359,877  

２. 土地再評価差額金取崩額  ―  ―  862,787  

３．資本金取崩による増加高  2,015,460  ―  2,015,460  

４．資本準備金取崩による増加
高

 1,933,658 3,949,118 ― ― 1,933,658 5,171,783

Ⅲ　利益剰余金減少高        

１．中間（当期）純損失  412,851  ―  ―  

２．土地勘定調整による剰余金
減少高

※１ 133,902 546,754 ― ― 133,902 133,902

Ⅳ　利益剰余金中間期末（期末）
残高

  △4,810,030  ―  △3,174,514
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  ④　中間連結株主資本等変動計算書

当中間連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）　　　　　　　　　（単位：千円）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年１月31日残高 5,389,940 5,108,985 △3,174,514 △7,651 7,316,760

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 224,000 217,000 ― ― 441,000

資本準備金の取崩による欠損填補 ― △3,232,887 3,232,887 ― ―

中間純利益（純損失△） ― ― △1,520,549 ― △1,520,549

土地再評価差額金の取崩 ― ― △121,442 ― △121,442

自己株式の取得 ― ― ― △262 △262

株主資本以外の項目の中間連結会計期間中の

変動額（純額）
― ― ― ― ―

中間連結会計期間中の変動額合計 224,000 △3,015,887 1,590,895 △262 △1,201,254

平成18年７月31日残高 5,613,940 2,093,097 △1,583,618 △7,913 6,115,505

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価
差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年１月31日残高 170,987 △691,797 △520,809 21,000 10,075 6,827,026

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 ― ― ― ― ― 441,000

資本準備金の取崩による欠損填補 ― ― ― ― ― ―

中間純利益（純損失△） ― ― ― ― ― △1,520,549

土地再評価差額金の取崩 ― ― ― ― ― △121,442

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △262

株主資本以外の項目の中間連結会計

期間中の変動額（純額）
△124,713 121,442 △3,271 △21,000 593,663 569,392

中間連結会計期間中の変動額合計 △124,713 121,442 △3,271 △21,000 593,663 △631,861

平成18年７月31日残高 46,273 △570,354 △524,081 ― 603,739 6,195,163
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  ⑤　中間連結キャッシュ・フロー計算書

  
前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日

至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日

至　平成18年７月31日）

前連結会計年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ

・フロー
    

１　税金等調整前中間（当期）

純損失（△）
 △389,632 △1,507,486 △33,987

２　減価償却費  153,982 231,492 296,092

３　連結調整勘定（費用）  ― 52,704 3,727

４　連結調整勘定（収益）  ― △65,169 △21,750

５　貸倒引当金の増減額

（減△）
 △135,202 △58,024 △184,815

６　賞与引当金の増減額

（減△）
 △14,981 45,842 △9,938

７　退職給付引当金の増減額

（減△）
 △8,718 21,359 △396,157

８　返品調整引当金の増減額

（減△）
 △911,970 △79,151 △892,288

９　ポイント引当金の増減額

（減△）
 ― △6,346 ―

10　受取利息及び配当金  △8,336 △5,146 △10,637

11　支払利息  188,814 72,096 257,137

12　投資有価証券売却損益

（益△）
 △233,453 △20,287 △270,743

13　投資有価証券評価損  ― 4,999 ―

14　固定資産売却損益（益△）  △35 1,718 △585,759

15　固定資産除却損  39,265 47,382 79,169

16　固定資産減損損失  ― 260,835 ―

17　売上債権の増減額（増△）  177,503 674,773 962,878

18　たな卸資産の増減額

（増△）
 141,403 173,268 1,629,652

19　仕入債務の増減額（減△）  △1,909,932 △1,194,980 △2,303,606

20　前期損益修正損  7,800 ― 12,146

21　その他  116,316 △709,279 997,283

小計  △2,787,176 △2,059,397 △471,599

22　利息及び配当金の受取額  8,336 5,144 10,637

23　利息の支払額  △185,102 △69,495 △239,107

24　法人税等の支払額  △13,483 △42,306 △25,557

営業活動によるキャッシュ

・フロー
 △2,977,426 △2,166,053 △725,626
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前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日

至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日

至　平成18年７月31日）

前連結会計年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ

・フロー
    

１　有形固定資産の取得による

支出
 △32,134 △156,113 △267,471

２　有形固定資産の売却による

収入
 721 888 4,772,551

３　無形固定資産の取得による

支出
 △11,968 △25,369 △6,434

４　投資有価証券の取得による

支出
 △1,823 △2,768 △223,542

５　投資有価証券の売却による

収入
 335,478 52,496 769,094

６　連結の範囲変更に伴う子会

社株式の取得による支出　
※２ ― △2,656,277 △1,213,952

７　連結の範囲変更に伴う子会

社株式の取得による収入 
※２ 18,325 ― 18,325

８　貸付けによる支出  ― △3,907 ―

９　貸付金の回収による収入  ― 13,371 ―

10　敷金保証金の払込による支

出 
 ― △82,132 △466,673

11　敷金保証金の払戻による収

入
 16,044 250,741 278,243

12　その他  4,112 6,958 440,251

投資活動によるキャッシュ

・フロー
※１ 328,757 △2,602,112 4,100,391
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前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日

至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日

至　平成18年７月31日）

前連結会計年度の要約

キャッシュ・フロー計算書

（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

区分
注記

番号
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ

・フロー
    

１　短期借入金の純増減額

（減△）
 △2,621,826 1,336,165 △7,202,685

２　長期借入れによる収入  ― 900,000 14,000

３　長期借入金の返済による

支出
 △324,424 △975,370 △1,044,107

４　長期未払金の返済による支

出
 ― △924,018 ―

５　新株予約権の発行による収

入
 210,000 ― 210,000

６　新株予約権の行使による収

入 
 1,980,000 ― 3,780,000

７　新株発行費の支出  △63,579 △2,887 △74,922

８　優先株式の発行による収入  2,000,000 ― 2,000,000

９　普通株式の発行による収入  4,250,000 420,000 4,250,000

10　自己株式の取得による支出  △4,709 △262 △6,242

11　少数株主への配当金の支払  ― △15,959 ―

12　財務構造再編費用の支出  △263,200 ― △263,200

財務活動によるキャッシュ

・フロー
 5,162,260 737,666 1,662,842

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る

換算差額
 △4,188 ― ―

Ⅴ　現金及び現金同等物の増加

額
 2,509,403 △4,030,499 5,037,607

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首

残高
 1,202,401 6,240,009 1,202,401

Ⅶ　現金及び現金同等物の中間

期末（期末）残高
 3,711,804 2,209,509 6,240,009
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日

至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日

至　平成18年７月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

　当社グループは、前連結会計年度において

８期連続して売上高が減少し、４期連続して

営業損失及び８期連続して当期純損失を計上

しました。営業活動によるキャッシュ・フロー

についても、連結キャッシュ・フロー計算書

作成初年度（平成13年１月期）以降連続して

マイナスを計上しています。当中間連結会計

期間においても、前連結会計年度に引き続き

272,185千円の営業損失及び412,851千円の中

間純損失を計上しており、営業活動による

キャッシュ・フローも2,977,426千円のマイナ

スとなっております。これにより、当社グルー

プには継続企業の前提に関する重要な疑義が

存在しております。

　当社グループは、当該状況を解消すべく平

成17年5月31日に無議決権型優先株式の第三者

割当（発行価額の総額20億円）と普通株式の

第三者割当（発行価額の総額42億50百万円）

による資本増強策を実施し、前連結会計年度

の債務超過の状態を解消いたしました。そし

て、本年度を予備期間とした来期から始まる

新しい中期事業計画を作成し改革に取り組ん

でおります。その内容は、①ブランドビジネ

スの強化、②経営効率化の推進、③アパレル

分野での新規ビジネスへの参入を骨子として

います。また現在、資産の売却や新子会社の

獲得などを実施しております。

　中間連結財務諸表は継続企業を前提として

作成されており、上記のような重要な疑義の

影響を中間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

９期ぶりに当期純利益359百万円を計上いたし

ました。但し、利益面においては過去５期連

続して営業損失を計上しており、キャッシュ・

フローにおいても、平成13年１月期以降営業

キャッシュ・フローはマイナスの状況が続い

ております。

　さらに当中間連結会計期間においても、営

業損失及び中間純損失を計上し、営業キャッ

シュ・フローがマイナスであるため、当社グ

ループにおいては継続企業の前提に関する重

要な疑義が存在しております。

　この状況に対応するため、まず当社におき

ましては、前連結会計年度に無議決権型優先

株式の割当（発行価額の総額 20億円）及び普

通株式の第三者割当（発行価額の総額 42億50

百万円）（いずれも平成17年5月31日付で実

施）の資本増強策を実施すると共に、新株予

約権の行使が進んだ結果、債務超過を解消す

るに至りました。また、当中間連結会計期間

においては、平成18年4月27日に資本準備金の

取崩を実施したことに伴い繰越損失を一掃し、

財務内容の抜本的な改善を図りました。

　一方、事業運営面におきましては、当社グ

ループ全体として業務改革をより推進するこ

とでビジネスモデルの革新と、仕入体制の強

化を図ると共に、グループ間のシナジー効果

をより現実のものとしていくなかで、営業利

益の改善を推進してまいります。

　これらの結果、当社グループといたしまし

ては上記の諸施策を有機的に実施することに

より、当該状況を解消する予定であります。

　なお、中間連結財務諸表は継続企業を前提

として作成されており、上記のような重要な

疑義の影響を中間連結財務諸表には反映して

おりません。

　当連結会計年度は９期ぶりに当期純利益を

計上いたしました。しかし、５期連続して営

業損失を計上し、営業活動によるキャッシュ・

フローについても、連結キャッシュ・フロー

計算書作成初年度（平成13年１月期）以降連

続してマイナスを計上しております。これに

より当社グループには継続企業の前提に関す

る重要な疑義が存在しております。

　当社グループは、平成17年５月31日に無議

決権型優先株式の割当（発行価額の総額20億

円）と普通株式の割当（発行価額の総額42億

50百万円）ならびに新株予約権の行使による

資本増強策を実施し、債務超過の状況を解消

いたしました。また、資本準備金の取り崩し

による繰越損失の一掃を予定しております。

さらに、経営の刷新により以下のような業務

改革を進めております。

①　ブランドビジネスの強化のため、新組織

に外部有識者の意見を活用できるアドバ

イザリーボードを取り入れ各ブランドに

活性化プロジェクトを立ち上げ「常に発

信力のあるブランド」へと活性化を進め

ております。

②　経営の効率化のため、オペレーションモ

デルの改革を進め商品在庫の無駄をなく

し、人員の削減、人事制度改革を進め、

本社、弁天商品センター、越谷寮等の土

地建物の資産売却による財務改善を進め

ました。

③　新規ビジネスへの参入を目指し、事業シ

ナジーの見込める株式会社ミナミ等の子

会社化によるスポーツアパレル販売など

を進めております。

　このような運営により当該状況を解消する

予定であります。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成

されており、上記のような重要な疑義の影響

を連結財務諸表には反映しておりません。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

１　連結の範囲に関する事項 子会社９社の全てを連結子会社と
しております。
株式会社トレイン、株式会社グ
ッドタイム、株式会社グレース南
部、株式会社ファミリーウェイ、
株式会社ジェーエヌジェー、株式
会社コスギファッションネット、
株式会社新潟コスギニット、株式
会社栃木コスギニット、株式会社
タガラ

株式会社タガラは平成17年7月29
日の株式取得に伴い当中間連結会計
期間より連結子会社となりまし
た。
なお、みなし取得日を当中間連結会
計期間末としているため、当連結会
計期間は中間貸借対照表のみを連結
しております。　

子会社13社の全てを連結子会社と
しております。
株式会社グッドタイム、株式会社
グレース南部、株式会社ファミ
リーウェイ、株式会社ジェーエヌ
ジェー、株式会社コスギファッ
ションネット、株式会社新潟コス
ギニット、株式会社栃木コスギ
ニット、株式会社タガラ、有限会
社ニーズ、株式会社ミナミ、株式
会社コージツ、株式会社コージツ
フィッシング、株式会社ツー・ア
ンド・ワン

株式会社コージツ及び同社の連結子
会社である株式会社コージツフィッ
シングは、平成18年2月14日付で当
社の株式会社コージツに対する公開
買付により、また、株式会社ツー・
アンド・ワンは平成18年5月31日の
株式取得に伴い、各々当中間連結会
計期間から連結子会社となりました。
　

子会社10社の全てを連結子会社とし
ております。
連結子会社の名称
株式会社グッドタイム、株式会
社グレース南部、株式会社ファ
ミリーウェイ、株式会社ジェー
エヌジェー、株式会社コスギ
ファッションネット、株式会社
新潟コスギニット、株式会社栃
木コスギニット、株式会社タガ
ラ、有限会社ニーズ、株式会社
ミナミ

株式会社タガラは平成17年７月29
日に株式の取得により、有限会社
ニーズは同年８月31日に出資持分
の全てを取得したことにより、株
式会社ミナミは同年11月30日に株
式の全てを取得したことにより、
当連結会計年度から連結の範囲に
含めることといたしました。
連結子会社であった株式会社トレ
インは、清算を結了したため、上
記の連結子会社に含んでおりませ
んが、清算結了までの期間の損益
は、連結損益計算書に含まれてお
ります。

２　持分法の適用に関する事
項

非連結子会社及び関連会社がないた
め持分法の適用はありません。

同左 同左

３　連結子会社の中間決算日
等（事業年度等）に関す
る事項

(1）連結子会社のうち、株式会社ト
レイン、株式会社グッドタイム、
株式会社ファミリーウェイ、株
式会社ジェーエヌジェー、株式
会社コスギファッションネット、
株式会社新潟コスギニット、株
式会社栃木コスギニット及び株
式会社タガラの中間決算日は親
会社と同一（７月31日）であり
ます。

(1）連結子会社のうち、株式会社
グッドタイム、株式会社ファミ
リーウェイ、株式会社ジェーエ
ヌジェー、株式会社コスギ
ファッションネット、株式会社
新潟コスギニット、株式会社栃
木コスギニット、株式会社タガ
ラ、有限会社ニーズ、株式会社
ミナミ、株式会社ツー・アン
ド・ワンの中間決算日は親会社
と同一（７月31日）であります。

(1) 連結子会社のうち、株式会社
グッドタイム、株式会社ファミ
リーウェイ、株式会社ジェーエ
ヌジェー、株式会社コスギ
ファッションネット、株式会社
新潟コスギニット、株式会社栃
木コスギニット、株式会社タガ
ラ、有限会社ニーズ及び株式会
社ミナミの決算日は当社と同一
（１月31日）であります。

 (2）連結子会社のうち、グレース南
部の中間決算日は６月30日であ
ります。中間連結財務諸表の作
成に当たっては、６月30日現在
の中間財務諸表を使用し、中間
連結決算日との間に生じた重要
な取引については、連結上必要
な調整を行っております。

(2）連結子会社のうち、グレース南
部の中間決算日は６月30日、株
式会社コージツ及び株式会社
コージツフィッシングにおいて
は５月31日であります。中間連
結財務諸表の作成に当たっては、
各社の中間財務諸表を使用し、
中間連結決算日との間に生じた
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。
　　　 　

(2）連結子会社のうち、グレース南
部の決算日は12月31日であり
ます。連結財務諸表の作成に当
たっては、12月31日現在の財
務諸表を使用し、連結決算日と
の間に生じ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

①　有価証券
 　　　その他有価証券 
 　　　時価のあるもの　　　

中間連結会計期間末日の市場
価格等に基づく時価法（評価
差額は全部資本直入法により
処理し、売却原価は移動平均
法により算定）によっており
ます。

(1）重要な資産の評価基準及び評価
方法

①　有価証券
 　　　その他有価証券 
 　　　時価のあるもの　　　

中間連結会計期間末日の市場
価格等に基づく時価法（評価
差額は全部純資産直入法によ
り処理し、売却原価は移動平
均法により算定）によってお
ります。 

(1）重要な資産の評価基準及び評価
方法

①　有価証券
 　　　その他有価証券 

時価のあるもの
連結会計年度末日の市場価格
等に基づく時価法（評価差額
は全部資本直入法により処理
し、売却原価は移動平均法に
より算定）によっております。

時価のないもの
移動平均法による原価法によ
り評価しております。

 　　　時価のないもの
移動平均法による原価法によ
り評価しております。ただし、
投資事業有限責任組合及びこ
れに類する組合への出資につ
いては、当該組合の財産の持
分相当額を計上しておりま
す。 

時価のないもの
同左

②　デリバティブ
時価法によっております。

②　デリバティブ
同左

②　デリバティブ
同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

③　たな卸資産

主として最終仕入原価法によ

る原価法によっておりますが、

季越商品については販売可能

価額まで評価減を実施し、こ

れによる評価減は売上原価に

算入しております。

③　たな卸資産

主として最終仕入原価法によ

る原価法によっておりますが、

季越商品については販売可能

価額まで評価減を実施し、こ

れによる評価減は売上原価に

算入しております。

ただし、一部の子会社につい

ては、総平均法に基づく原価

法、売価還元法に基づく原価

法を採用しております。

③　たな卸資産

主として最終仕入原価法に基

づく原価法によっております

が、季越商品については販売

可能価額まで評価減を実施し

売上原価に算入しております。

当期評価損計上額

430,576千円

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

(2）重要な減価償却資産の減価償却

の方法

①　有形固定資産

親会社の建物及び

構築物の一部
定額法

平成10年４月１日

以降に取得した建

物

定額法

上記以外の有形固

定資産
定率法

同左 同左

なお、主な耐用年数は以下の

通りであります。

建物及び構築物 3～50年

②　無形固定資産

定額法を採用しております。

ただし、ソフトウェア（自社

利用分）については、社内に

おける利用可能期間（５年）

に基づく定額法を採用してお

ります。

②　無形固定資産

同左

②　無形固定資産

同左

③　長期前払費用

定額法を採用しております。

ただし、償却年数については、

法人税法に規定する方法と同

一の基準によっております。

③　長期前払費用

同左

③　長期前払費用

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒による損失に備え

るため、一般債権については

貸倒実績率により、貸倒懸念

債権等特定の債権については

個別に回収可能性を勘案し、

回収不能見積額を計上してお

ります。

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

(3）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

②　返品調整引当金

中間連結会計期間末日後に予

想される販売した商品の返品

による損失に備えるため、中

間連結会計期間末前２ヵ月間

の売上高及び返品の実績率等

を基にして算出した損失見込

額を計上しております。

②　返品調整引当金

       同左

②　返品調整引当金

連結会計年度末日後に予想さ

れる販売した商品の返品によ

る損失に備えるため、連結会

計年度末前２ヶ月間の売上高

及び返品の実績率等を基にし

て算出した損失見込額を計上

しております。

③　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

込額に基づき計上しておりま

す。

③　賞与引当金

同左

③　賞与引当金

同左

④　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、当中間連

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。

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10

年）による定額法により発生

年度から費用処理をすること

としております。

数理計算上の差異は、その発

生時の従業員の平均残存勤務

期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により按分

した額をそれぞれ発生の翌期

から費用処理をすることとし

ております。

④　退職給付引当金

 同左

④　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当連結会

計年度末において発生してい

ると認められる額を計上して

おります。

過去勤務債務は、その発生時

の従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10

年）による定額法により発生

年度から費用処理をすること

としております。 

数理計算上の差異は、その発

生時における従業員の平均残

存勤務期間以内の一定の年数

（10年）による定額法により

按分した額をそれぞれ発生の

翌期から費用処理をすること

としております。

⑤　役員退職金引当金

役員退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく中間連

結会計期間末要支給額を計上

しております。

⑤　役員退職金引当金

――――― 

⑤　役員退職金引当金

役員退職慰労金の支出に備え

るため、内規に基づく連結会

計年度末要支給額を計上して

おります。

――――― ⑥　ポイント引当金

ポイントカードにより顧客に

付与したポイントの使用に備

えるため、中間連結会計期間

末において将来使用されると

見込まれる額を計上しており

ます。

⑥　ポイント引当金

ポイントカードにより顧客に

付与したポイントの使用に備

えるため、連結会計年度末に

おいて将来使用されると見込

まれる額を計上しております。

――――― ⑦　事業構造改善引当金

事業構造改善に伴い、今後発

生が見込まれる店舗閉鎖損な

どについて合理的な見積り額

を計上しております。

―――――

(4）外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中間連

結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。

(4）外貨建の資産及び負債の本邦通

貨への換算基準

同左

(4) 外貨建資産及び負債の本邦通貨

への換算基準

外貨建金銭債権債務は連結会計

年度末日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。
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項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

(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

(5) 重要なリース取引の処理方法

同左

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理に

よっております。

ただし、金利スワップ取引に

ついては、特例処理の要件を

満たしている場合は特例処理

を採用しております。

(6）重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左 

(6) 重要なヘッジ会計の方法

①　ヘッジ会計の方法

同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

・ヘッジ手段…

金利スワップ取引

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

     同左

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

・ヘッジ対象…

借入金の利息

③　ヘッジ方針

提出会社は、金利相場の変動

に伴うリスクをヘッジする目

的でデリバティブ取引を利用

する方針であり、短期的な売

買差益を獲得する目的（ト

レーディング目的）や投機目

的のために、単独でデリバ

ティブ取引を利用することは

しない方針です。また、デリ

バティブ取引についての基本

方針は取締役会で決定され、

金利スワップ取引の実行及び

管理は経理部が行っておりま

す。

③　ヘッジ方針

       同左

③　ヘッジ方針

同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップ取引においては、

原則として、ヘッジ開始時か

ら有効性判定時点までの期間

において、ヘッジ対象の

キャッシュ・フローの変動の

累計額とヘッジ手段のキャッ

シュ・フローの変動の累計額

とを比較し、その比率を基礎

に判断しておりますが、特例

処理の要件に該当すると判定

される場合については有効性

の判定を省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

        同左

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処

理は税抜方式によっております。

(7）消費税等の会計処理

同左

(7) 消費税等の会計処理

同左

(8) 繰延資産の処理方法

 　　新株発行費

　　 支払時全額費用処理

　　 なお、新株発行費は損益計算

　　 書上、営業外費用の新株発行

　　 費に表示しております。　　　

(8) 繰延資産の処理方法

同左

(8) 繰延資産の処理方法

同左

－ 24 －



項目
前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

５　中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書(連結キャッ

シュ・フロー計算書)にお

ける資金の範囲

中間連結キャッシュ・フロー計算書

における資金（現金及び現金同等

物）の範囲は、手許現金、随時引き

出し可能な預金及び容易に換金可能

であり、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する

短期投資からなっております。

同左 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)の範

囲は、手許現金、随時引き出し可能

な預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。　
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会計処理の変更

前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日

至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日

至　平成18年７月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

―――――― 固定資産の減損に係る会計基準 

 当中間連結会計期間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

会計基準委員会　平成15年10月31日　企業

会計基準適用指針第６号）を適用しており

ます。

これにより税金等調整前中間純損失は

260,835千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

後の連結財務諸表等規則に基づき各資産の

金額から直接控除しております。 

 

貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準 

当中間連結会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　平成17年12月9日 企業

会計基準第５号）及び 「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適用指

針」（企業会計基準委員会 平成17年12月9

日　企業会計基準適用指針第８号 ）を適用

しております。

 従来の「資本の部」の合計に相当する金

額は、5,591,423千円であります。

なお、中間連結財務諸表等規則の改正に

より、当中間連結会計期間における中間連

結貸借対照表の純資産の部については、改

正後の中間連結財務諸表等規則により作成

しております。

──────

表示方法の変更

前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日

至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日

至　平成18年７月31日）

 連結損益計算書

　前中間連結会計期間において営業外収益の「その他」に含めて表示し

ておりました「受取地代家賃」（前中間連結会計期間14,840千円)、「受

取検査手数料」（前中間連結会計期間15,456千円）については、当中間

連結会計期間より区分掲記しております。

 連結貸借対照表

前中間連結会計期間において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「敷金保証金」（前中間連結会計期間末195,192

千円）については、当中間連結会計期間末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ております。

 

連結損益計算書

前中間連結会計期間まで営業外収益の「その他」に含めて表示して

おりました「連結調整勘定償却額」（前中間連結会計期間25千円）に

ついては、当中間連結会計期間において、営業外収益の総額の100分の

10を超えたため区分掲記しております。
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追加情報

前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日

至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日

至　平成18年７月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

――――― ――――― 外形標準課税制度の導入

「地方税法等の一部を改正する法律」（平成

15年法律第９号）が平成15年３月31日に公布

され、平成16年４月１日以降に開始する連結

会計年度より外形標準課税制度が導入された

ことに伴い、当連結会計年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の連結損益計算

書上の表示についての実務上の取扱い」（平

成16年２月13日　企業会計基準委員会実務対

応報告第12号）に従い、法人事業税の付加価

値割及び資本割については販売費及び一般管

理費に計上しております。

この結果、販売費及び一般管理費が30,562千

円増加し、営業損失、経常損失及び税金等調

整前当期純損失がそれぞれ同額増加しており

ます。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成17年７月31日）

当中間連結会計期間末
（平成18年７月31日）

前連結会計年度末
（平成18年１月31日）

※１　担保に供している資産

長期借入金1,288,841千円(うち一年内返

済長期借入金694,848千円)及び短期借入

金4,407,542千円の担保に供している資

産は次のとおりであります。  

定期預金 296,498千円

建物 3,627,876千円

土地 2,501,185千円

投資有価証券 651,626千円

計 7,077,187千円

※１　担保に供している資産

長期借入金1,330,656千円(うち一年内返

済長期借入金229,712千円)、短期借入金

1,000,000千円及び買掛金652千円の担保

に供している資産は次のとおりでありま

す。

定期預金  896,755千円

建物    2,010,895千円

土地    1,616,305千円

投資有価証券     633,816千円

関係会社株式 758,900千円

計 5,916,671千円

※１　担保に供している資産

定期預金 876,679千円

売掛金  49,358千円

たな卸資産 604,263千円

建物 1,359,081千円

土地 470,342千円

投資有価証券 750,732千円

敷金保証金  781,905千円

計 4,892,362千円

は、買掛金13,185千円及び長期借入金

640,494千円（うち一年内返済長期借入

金318,712千円）の担保に供しておりま

す。

２　受取手形割引高は 34,847千円でありま

す。

２　受取手形割引高は633,958千円でありま

す。

２　受取手形割引高は723,732千円でありま

す。

３　偶発債務

従業員の銀行借入金19,780千円に対し

て債務保証を行っております。

 ――――― ―――――

※４　中間連結会計期間末満期手形の会計処理

については、手形交換日をもって決済処

理しております。

なお、当中間連結会計期間末日が金融機

関の休日であったため、次の中間連結会

計期間末日満期手形が、中間連結会計期

間末残高に含まれております。

受取手形 5,788千円

支払手形 28,061千円

割引手形 11,612千円

 ――――― 　―――――

 　　　　　　　　――――― ※５　関係会社（親会社）との債権・債務

短期借入金　　　　　　 720,000千円

　　　　　　　　―――――
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

※１　主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。

※１　主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。

※１　主要な費目及び金額は次のとおりであ

ります。

荷造運賃及び物流諸

掛
573,613千円

広告宣伝費 327,655千円

給料諸手当 1,040,972千円

賞与金 70,984千円

賞与引当金繰入額 40,455千円

退職給付費用 100,337千円

役員退職金引当金繰

入額
3,710千円

派遣社員費 1,732,675千円

賃借料 161,340千円

減価償却費 141,891千円

荷造運賃及び物流諸

掛
471,034千円

広告宣伝費 514,187千円

給料諸手当 1,732,478千円

賞与金 58,706千円

賞与引当金繰入額 92,119千円

退職給付費用 119,738千円

派遣社員費 1,671,465千円

賃借料 932,092千円

減価償却費 211,410千円

荷造運賃及び物流諸

掛
1,143,620千円

広告宣伝費 686,890千円

給料諸手当 2,240,803千円

賞与金 139,358千円

賞与引当金繰入額 48,178千円

退職給付費用 200,271千円

役員退職金引当金繰

入額
8,180千円

派遣社員費 3,433,950千円

賃借料 715,028千円

減価償却費 274,712千円

※２　固定資産売却益

車両の売却によるものであります。

―――――

 

※２　固定資産売却益

主に中央区日本橋堀留町及び大阪市港

区の土地・建物等の売却に伴うもので

あります。 

―――――

 

―――――

 

※３　固定資産売却損

主に越谷市の土地・建物等の売却に伴

うものであります。 

※４　固定資産除却損

器具及び備品 39,048千円

その他 217千円

計 39,265千円

※４　固定資産除却損

器具及び備品 23,275千円

その他    24,107千円

計 47,382千円

※４　固定資産除却損

器具及び備品 67,239千円

その他 11,929千円

計 79,169千円

※５　財務構造再編費用 

当社グループの資本増強策を実行する

にあたり、①経営改善に関する資本・

負債構造の再編を中心とした財務構造

改善スキームの策定、②資本提携先の

発掘、交渉及び実行、③取引金融機関

との交渉への助言、調整等のアドバイ

ザリー業務にかかる支出であります。

―――――

 

※５　財務構造再編費用

当社の資本増強策を実行するにあたり、

①経営改善に関する資本・負債構造の

再編を中心とした財務構造改善スキー

ムの策定、②資本提携先の発掘、交渉

及び実行、③取引金融機関との交渉へ

の助言、調整等のアドバイザリー業務

にかかる支出であります。

 ――――― ――――― ※６　早期退職措置関連損失

早期退職措置関連損失は、早期退職特

別優遇措置による退職者への特別退職

金等であり、内訳は次のとおりであり

ます。

特別退職金 137,459千円

再就職関連費用 18,670千円

計 156,129千円

 ―――――

 

 ―――――

 

※７　本社及び商品センター移転費用

本社及び商品センター移転費用の内訳

は次のとおりであります。

器具及び備品除却損 6,846千円

引越・移設・運搬費

用等
27,805千円

計 34,651千円
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前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

  ―――――

 

※８　減損損失

当中間連結会計期間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。 

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

石川県　
店舗用

資産

建物付属

設備等
6,280

東京都他
店舗用

資産

建物付属

設備等
114,299

茨城県他 遊休資産 土地 57,779

その他
本店及び

事業所
電話加入権 82,476

当社グループは、独立したキャッシュ・フロー

を生み出す単位を最小単位として、また、遊

休資産等については当該資産単位にグルーピ

ングを行っております。

当中間連結期間において、収益性の悪化等に

より退店又は移転の意思決定をした店舗に係

る固定資産、遊休資産及び換金が見込めない

電話加入権について帳簿価額を回収可能価額

まで減額し、減損損失として特別損失に計上

しております。

なお、店舗用資産の回収可能価額は使用価値

により測定しており、将来キャッシュ・フロー

を5.48％で割り引いて算定しておりますが、

回収可能性が認められないものについては、

残存帳簿価額の全額を減損損失として計上し

ております。

また、遊休固定資産の回収可能価額は固定資

産評価額、不動産鑑定評価額により評価して

おります。

 

 ―――――

 

※９　前期損益修正損

過年度のゴルフ会員権入会金(7,800千

円)の修正であります。

 

 ―――――

 

※９　前期損益修正損

主に過年度のゴルフ会員権入会金(7,800

千円)の修正であります。
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（中間連結剰余金計算書関係）

前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日

至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日

至　平成18年７月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

※1　中間連結貸借対照表上の土地勘定残高を、

連結グループ内での当初取得価額で表示

するための剰余金の減額であります。

   ――――― ※1　連結貸借対照表上の土地勘定残高を、連

結グループ内での当初取得価額で表示す

るための剰余金の減額であります。
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（連結株主資本等変動計算書関係）

当中間連結会計期間（自　平成18年２月１日　至　平成18年７月31日）

（１）発行済株式の種類及び総数ならびに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末

株式数（株）

当中間連結会計期間

増加株式数（株）

当中間連結会計期間

減少株式数（株）

当中間連結会計期間末

株式数（株）

発行済株式

普通株式

 

140,500,000

 

7,000,000

 

―

 

147,500,000

Ａ種優先株式 100,000 ― ― 100,000

Ｂ種優先株式 100,000 ― ― 100,000

合計 140,700,000 7,000,000 ― 147,700,000

自己株式

普通株式

 

39,230

 

1,542

 

―

 

40,772

合計 39,230 1,542 ― 40,772

（注）１　普通株式の発行済株式の株式数の増加は、新株予約権の行使による増加であります。

２　普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株の買取りによる増加であります。

（２）新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

新株予約権の内訳

新株予約権の

目的となる

株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数（株） 当中間連結会

計期間末残高

（千円）
前連結会計

年度末

当中間連結

会計期間増加

当中間連結

会計期間減少

当中間連結

会計期間末

提出会社

平成17年4月

新株予約権

（注）１

普通株式 7,000,000 ― 7,000,000 ― ―

ストックオプションと

しての新株予約権
――――― ―

連結子会社 ――――― ――――― ―

合計 ――――― ―

（注）１　新株予約権の当中間連結会計期間における減少は、行使による減少であります。

 

（３）配当に関する事項

該当事項はありません。
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

 ※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

現金及び現金同等物の中間期末残高は、

現金及び預金勘定の金額と一致しており

ます。

 ※１ 現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間連結貸借対照表に掲記されている科目

の金額との関係

 現金及び預金勘定 2,229,515千円 

 担保に供している定期預金 △20,005千円 

 現金及び現金同等物 2,209,509千円 

 ※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸

借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の中間期末残高は、

現金及び預金勘定の金額と一致しており

ます。

 ※２ 株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに連結したことに

伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並

びに株式の取得価額と取得のための収入

(純額)との関係は次のとおりであります。

株式会社タガラ(平成17年7月31日現在)

 ※２ 株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに連結したことに

伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並

びに株式の取得価額と取得のための支出

(純額)との関係は次のとおりであります。

株式会社コージツ(平成17年11月30日現在)

 ※２ 株式の取得により新たに連結子会社と

なった会社の資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに連結したことに

伴う連結開始時の資産及び負債の内訳並

びに株式の取得価額と取得のための収入

(純額)との関係は次のとおりであります。

株式会社タガラ(平成17年7月31日現在)

流動資産 267,756千円

固定資産 89,366千円

流動負債 △357,094千円

固定負債 ―

連結調整勘定 △25千円

少数株主持分 △2千円

株式会社タガラ株式の

取得価額
1千円

株式会社タガラの現金及び

現金同等物
△18,326千円

差引：株式会社タガラ

取得による収入
18,325千円

 

流動資産 1,948,836千円

固定資産 2,927,534千円

流動負債 △2,114,372千円

固定負債 △1,240,551千円

連結調整勘定 1,704,575千円

少数株主持分 △610,777千円

株式会社コージツ株式の

取得価額
2,615,244千円

株式会社コージツの現金及

び現金同等物
△283,987千円

差引：株式会社コージツ

取得による支出
2,331,256千円

 

流動資産 267,756千円

固定資産 89,366千円

流動負債 △357,094千円

固定負債 ―

連結調整勘定 △25千円

少数株主持分 △2千円

株式会社タガラの取得価

額
1千円

株式会社タガラの現金及び

現金同等物
△18,326千円

差引：株式会社タガラの

取得による収入
18,325千円

株式会社ツー・アンド・ワン

(平成18年5月31日現在)

流動資産 1,372,120千円

固定資産 415,286千円

流動負債 △668,947千円

固定負債 △581,175千円

連結調整勘定 162,715千円

株式会社ツー・アンド・ワ

ンの取得価額
　700,000千円

株式会社ツー・アンド・ワ

ンの現金及び現金同等物
△374,979千円

差引：株式会社ツー・ア

ンド・ワンの取得による

支出

325,020千円

 

有限会社ニーズ(平成17年8月31日現在)

 

流動資産 42,215千円

固定資産 3,418千円

流動負債 △57,336千円

固定負債 △24,025千円

連結調整勘定 44,728千円

有限会社ニーズの取得価

額
9,000千円

有限会社ニーズの現金及び

現金同等物

 

△477千円

差引：有限会社ニーズの

取得による支出
8,522千円

 

株式会社ミナミ(平成17年11月30日現在)

流動資産 2,695,538千円

固定資産 2,453,809千円

流動負債 △1,312,370千円

固定負債 △1,485,247千円

連結調整勘定 △651,690千円

株式会社ミナミの取得価

額
1,700,039千円

株式会社ミナミの現金及び

現金同等物
△494,609千円

差引：株式会社ミナミの

取得による支出
1,205,429千円
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（リース取引関係）

ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

（有価証券関係）

前中間連結会計期間末（平成17年7月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

前中間連結会計期間（平成17年７月31日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

株式 877,733 855,422 △22,310

合計 877,733 855,422 △22,310

２　時価評価されていない主な有価証券

種類
前中間連結会計期間（平成17年７月31日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 27,221

合計 27,221

（注）１ 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、前中間連結会計期間において減損処

理を行い、投資有価証券評価損99千円を計上しております。

２ 減損処理にあたっては、前中間連結会計期間末日における時価の取得原価に対する下落率が50％以上

の銘柄については減損処理を行っております。

当中間連結会計期間末（平成18年7月31日）

１　その他有価証券で時価のあるもの

種類

当中間連結会計期間（平成18年７月31日）

取得原価（千円）
中間連結貸借対照表計
上額（千円）

差額（千円）

株式 706,216 791,712 85,496

合計 706,216 791,712 85,496

２　時価評価されていない主な有価証券

種類
当中間連結会計期間（平成18年７月31日）

中間連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 35,177

匿名組合出資金 10,600

合計 45,777

（注）１ 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当中間連結会計期間において減損処

理を行い、投資有価証券評価損4,999千円を計上しております。

２ 減損処理にあたっては、中間連結会計期間末日における時価の取得原価に対する下落率が50％以上の

銘柄については減損処理を行っております。
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前連結会計年度末（平成18年1月31日）

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18年１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）

株式 707,831 999,172 291,340

合計 707,831 999,172 291,340

２　時価評価されていない主な有価証券

種類
前連結会計年度（平成18年１月31日）

連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券  

非上場株式 40,176

匿名組合出資金 10,600

合計 50,776

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

行い、投資有価証券評価損18,500千円を計上しております。

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

ついては減損処理を行っております。

（デリバティブ取引関係）

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

（ストック・オプション等関係）

 ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

　前中間連結会計期間(自平成17年２月１日至平成17年７月31日)

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「各種繊維二次製品の製造及び販売」の割合　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　がいずれも90％を超えているため、事

業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

  当中間連結会計期間（自平成18年２月1日至平成18年７月31日）　　　　　　　　　　　（単位：千円）

カジュアルウェア
販売

スポーツ用品
販売

計 消去又は全社 連結

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 10,649,551 5,581,243 16,230,795 ― 16,230,795

(2）セグメント間の内部売上高

又は振替高
2,811 2,175 4,986 △4,986 ―

計 10,652,363 5,583,418 16,235,782 △4,986 16,230,795

営業費用 11,368,757 6,118,211 17,486,968 △4,986 17,481,981

営業損失 716,393 534,792 1,251,186 ― 1,251,186

（注） 各区分の主な製品は、次のとおりとなっております。

(1) カジュアルウェア販売

紳士外着、婦人外着、子供服、肌着・ナイティ など

(2) スポーツ用品販売

登山用品、釣用品、スキー＆スノーボードほか各種アウトドア用品及び各種スポーツ用品 など

  前連結会計年度(自平成17年２月１日至平成18年１月31日)

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「各種繊維二次製品の製造及び販売」の割合がい

ずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間(自平成17年２月１日至平成17年７月31日)

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。

　当中間連結会計期間(自平成18年２月１日至平成18年７月31日)

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。

　前連結会計年度(自平成17年２月１日至平成18年１月31日)

全セグメントの売上高の合計に占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント

情報の記載を省略しております。

 

ｃ．海外売上高

　前中間連結会計期間(自平成17年２月１日至平成17年７月31日)

海外売上高が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。

　当中間連結会計期間(自平成18年２月１日至平成18年７月31日)

海外売上高が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。

　前連結会計年度(自平成17年２月１日至平成18年１月31日)

海外売上高が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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（１株当たり情報）

項目

前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日

至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日

至　平成18年７月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

１株当たり純資産額 20.08円     24.14円     34.01円

１株当たり中間（当期）純利益

又は純損失（△）
△8.39円     △10.52円     3.77円

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、１株当たり中間

純損失であるため、記載しており

ません。

潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、１株当たり中間

純損失であるため、記載しており

ません。

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益 

 3.27円

１株当たり中間純損失の算定上の

基礎

中間連結損益計算書上の中間純

損失

412,851千円

１株当たり中間純損失の算定上の

基礎

中間連結損益計算書上の中間純

損失

       1,520,549千円

１株当たり当期純利益の算定上の

基礎

連結損益計算書上の当期純利

益

 

359,877千円

普通株主に帰属しない金額

4,579千円

（うち優先株式に対する優先配当

金のうち当中間連結会計期間に係

る要支払額）

4,579千円

普通株主に帰属しない金額

    13,795千円

（うち優先株式に対する優先配当

金のうち当中間連結会計期間に係

る要支払額）

     13,795千円

普通株主に帰属しない金額の主

要な内訳

優先株式に対する優先配当金の

うち当連結会計年度に係る要支

払額

18,251千円

普通株式に係る中間純損失

417,431千円

普通株式の期中平均株式数

49,766,644株

普通株式に係る中間純損失

      1,534,345千円

普通株式の期中平均株式数

         145,874,186株

普通株式に係る当期純利益

 341,626千円

普通株式の期中平均株式数

90,639,122株

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益の算定上の基礎

当期純利益調整額 －

普通株式増加数

13,733,873株

 (うち、新株予約権）

(13,733,873株)

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間純利益

の算定に含まれなかった潜在株式

の概要

(優先株式)

 A種優先株式(発行価額の総額

 1,000,000,000円)

 B種優先株式(発行価額の総額

 1,000,000,000円)

(新株予約権)

 第一回新株予約権証券37,000個

 (すべて行使されると仮定した

 場合の普通株式の発行数

 37,000,000株)

これらの詳細については、第４　

提出会社の状況　１ 株式等の状況

に記載のとおりであります。　

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間純利益

の算定に含まれなかった潜在株式

の概要

(優先株式)

 A種優先株式(100,000株)

 B種優先株式(100,000株)

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり当期純利益

の算定に含めなかった潜在株式の

概要

Ａ種優先株式（100,000株）

Ｂ種優先株式（100,000株）
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間

（自　平成17年２月１日

至　平成17年７月31日）

当中間連結会計期間

（自　平成18年２月１日

至　平成18年７月31日）

前連結会計年度

（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

１　固定資産の売却

中間連結財務諸表提出会社は、平成17年8

月9日開催の取締役会において、下記のとお

り固定資産の売却を決議いたしました。

(1) 譲渡の理由

① 本社（東京都中央区）と② 弁天商品

センター（大阪市港区）を保有しており

ましたが、資産の効率的活用と有利子負

債削減のため売却することにいたしまし

た。

なお、本社建物につきましては譲渡先で

あるＳＦインベストメンツ㈱と定期建物

賃貸借契約を締結し、引き続き当該資産

を使用いたします。 

(2) 譲渡資産の内容　

　　土地及び建物等　　　

(3) 帳簿価額

① 平成17年8月末現在    2,605,285千円

② 平成17年9月末現在   　 620,728千円

(4) 譲渡価額　 　 　  ①   2,720,000千円

                      ② 　　930,000千円

(5) 譲渡先    ①  ＳＦインベストメンツ㈱

              ②  ㈱ユービー 

(6) 契約年月　  　　  ①　 　平成17年8月

                      ②　 　平成17年8月

(7) 引渡年月　 　　   ① 　　平成17年9月

                      ② 　　平成17年9月

当該売却により、固定資産売却益385,735千円

を特別利益に計上する予定であります。

なお、当該物件の引渡しは、平成17年9月に完

了いたしております。

２　新株予約権の行使による新株の発行

平成17年9月29日に新株予約権30,000個の

行使により、普通株式が30,000千株、資本

金が960,000千円、資本準備金が930,000千

円それぞれ増加いたしました。

１　固定資産の売却

当社の平成18年9月5日開催の取締役会に

おいて、下記のとおり固定資産の売却を決

議いたしました。

(1) 譲渡の理由

資産の効率的活用と有利子負債削減のた

め、証券化した上で、信託受益権として

売却することにいたしました。

なお、本社建物につきましては譲渡先で

ある有限会社ジェイ・レップ・Ｆと定期

建物賃貸借契約を締結し、引き続き当該

資産を使用いたします。

(2) 譲渡資産の内容　　

土地及び建物等

(3) 帳簿価額

平成18年7月末現在　　　1,740,438千円

(4) 譲渡価額　  　  　　　 3,000,000千円

(5) 譲渡先    有限会社ジェイ・レップ・Ｆ

(6) 契約年月  　 　　　 　　 平成18年9月

(7) 引渡年月　   　　 　　　 平成18年9月

当該売却により、固定資産売却益1,000,000千

円を特別利益に計上する予定であります。

２　子会社の株式譲渡

当社の平成18年9月5日開催の取締役会に

おいて、当社の子会社である株式会社コス

ギファッションネットの株式を譲渡するこ

とを決議いたしました。

(1) 譲渡の理由

当社グループ経営資源の選択と集中を進

め、企業価値の向上及び物流受託事業の

拡大を図るためであります。

(2) 譲渡先の概要

① 名称

フットワークエクスプレス株式会社

③ 所在地

大阪府大阪市中央区北久宝寺町四丁目

４番２号

④ 主な事業内容

貨物自動車運送事業、貨物利用運送事

業、倉庫業、コンサルティング業

(3) その他

譲渡契約締結日及び引渡日は未定であり

ます。

 平成17年12月27日開催の当社取締役会におい

て、株式会社コージツ（JASDAQ上場）の株式

に対する公開買い付けの開始を決議し、平成

18年１月16日から実施してまいりましたが、

同年２月６日をもって終了いたしました。そ

の結果、同年２月14日付で株式会社コージツ

は当社の議決権比率が60.26%となり子会社と

なりました。

(2)　その他

該当事項はありません。
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５．仕入及び販売の状況

(1) 仕入実績

 （単位：千円）

部門別

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日

自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日

自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日

金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

紳士外着 2,641,985 45.7 2,587,260 28.9 5,207,589 41.9

婦人外着 1,899,892 32.8 1,898,550 21.2 3,831,333 30.8

子供外着 516,330 8.9 350,901 3.9 922,444 7.4

肌着・ナイティ 606,063 10.5 600,845 6.7 1,186,614 9.5

その他　衣料品等 － － 1,481,089 16.6 536,329 4.3

その他　小物雑貨 123,880 2.1 2,034,539 22.7 762,580 6.1

合計 5,788,150 100.0 8,953,184 100.0 12,446,889 100.0

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2) 販売実績

 （単位：千円）

部門別

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日

自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日

自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日

金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 構成比（％）

紳士外着 4,793,379 45.4 5,033,427 31.0 11,236,138 44.0

婦人外着 3,611,153 34.2 3,679,755 22.7 7,710,573 30.2

子供外着 795,890 7.6 574,528 3.5 1,546,193 6.0

肌着・ナイティ 1,003,477 9.5 817,083 5.0 1,920,754 7.5

その他　衣料品等 － － 2,629,696 16.2 1,337,263 5.2

その他　小物雑貨 351,530 3.3 3,496,306 21.6 1,814,380 7.1

合計 10,555,430 100.0 16,230,795 100.0 25,565,301 100.0

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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