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１．平成18年7月中間期の業績（平成18年2月1日～平成18年7月31日）

(1) 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 9,828 △4.5 △592 － △564 －

17年7月中間期 10,290 △17.8 △323 － △424 －

18年1月期 22,518 △490 △558

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

18年7月中間期 △768 － △5 37

17年7月中間期 △335 － △6 83

18年1月期 297 3 08

（注）①期中平均株式数 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

②会計処理の方法の変更  有

③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）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 15,027 6,283 41.8 28 83

17年7月中間期 18,098 4,304 23.8 20 82

18年1月期 16,286 6,736 41.4 33 59

（注）①期末発行済株式数 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

②期末自己株式数 18年7月中間期   40,772株 17年7月中間期 32,944株 18年1月期 39,230株

２．平成19年1月期の業績予想（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 21,800 600 950

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　6 円25銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年1月期 － － －

19年1月期（実績） － － －

19年1月期（予想） － － －

 

※　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月期の業績」の指標算式

○　１株当たり中間（当期）純利益

（中間）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

（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 － 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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６．中間財務諸表等

(1)　中間財務諸表

  ①　中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年７月31日）
当中間会計期間末

（平成18年７月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（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 ※２  3,492,039   1,142,542   4,661,872  

２　受取手形 ※５  690,872   11,463   123,798  

３　売掛金   2,752,933   2,004,223   2,473,095  

４　たな卸資産   2,705,807   2,070,880   2,074,950  

５　その他 ※６  951,432   987,136   903,648  

  　貸倒引当金   △63,063   △2,704   △34,517  

流動資産合計   10,530,021 58.2  6,213,542 41.3  10,202,849 62.7

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産
※１
※２

         

(1) 建物   3,568,295   1,466,119   1,513,711  

(2) 土地   2,477,321   484,391   542,170  

(3) その他   421,860   368,806   398,683  

有形固定資産合計   6,467,476   2,319,317   2,454,566  

２　無形固定資産   53,365   42,371   72,171  

３　投資その他の資産           

(1) 投資有価証券 ※２  882,644   815,237   1,028,093  

(2) 関係会社株式 ※２  ―   5,101,284   1,786,039  

(3) その他   287,580   988,594   1,072,367  

  　貸倒引当金   △122,459   △452,383   △329,937  

投資その他の資産合
計

  1,047,764   6,452,732   3,556,563  

固定資産合計   7,568,606 41.8  8,814,421 58.7  6,083,301 37.3

資産合計   18,098,628 100.0  15,027,963 100.0  16,286,150 100.0
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前中間会計期間末

（平成17年７月31日）
当中間会計期間末

（平成18年７月31日）

前事業年度の
要約貸借対照表

（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 ※５  489,068   867,018   414,943  

２　買掛金   4,660,669   3,958,038   4,947,610  

３　短期借入金 ※２  4,302,542   750,000   ―  

４　一年内返済長期借入
金

※２  694,848   229,712   318,712  

５　未払消費税等 ※６  54,110   ―   260,758  

６　未払法人税等   13,616   17,209   40,203  

７　未払費用   472,032   413,444   432,456  

８　前受金   ―   576,817   592,456  

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

10　賞与引当金   32,851   36,507   35,186  

11　新株予約権   111,000   ―   21,000  

12　子会社整理損失引当
金

  ―   53,000   91,000  

13　その他   100,042   108,097   371,745  

流動負債合計   11,467,168 63.3  7,486,762 49.8  8,082,141 49.6

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金 ※２  593,993   165,444   280,300  

２　退職給付引当金   1,393,187   1,044,890   1,039,426  

３　役員退職金引当金   5,530   ―   10,000  

４　繰延税金負債   ―   31,135   116,839  

５　再評価に係る繰延税
金負債

  310,428   ―   ―  

６　その他   23,837   15,996   20,548  

固定負債合計   2,326,977 12.9  1,257,467 8.4  1,467,114 9.0

負債合計   13,794,145 76.2  8,744,230 58.2  9,549,255 58.6

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   4,429,940 24.5  ―   5,389,940 33.1

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  4,178,985   ―   5,108,985   

資本剰余金合計   4,178,985 23.1  ―   5,108,985 31.4

Ⅲ　利益剰余金           

１　中間（当期）未処理
損失

 4,728,494   ― ―  3,232,887   

利益剰余金合計   △4,728,494 △26.2  ― ―  △3,232,887 △19.9

Ⅳ　土地再評価差額金   452,482 2.5  ― ―  △691,797 △4.2

Ⅴ　その他有価証券評価差
額金

  △22,310 △0.1  ― ―  170,305 1.0

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

資本合計   4,304,482 23.8  ― ―  6,736,894 41.4

負債資本合計   18,098,628 100.0  ― ―  16,286,150 100.0
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前中間会計期間末
（平成17年７月31日）

当中間会計期間末
（平成18年７月31日）

前事業年度の要約貸借対照表
（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 37.4 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 2,093,097 －

資本剰余金合計  － － 2,093,097 13.9 － －

３　利益剰余金  

(1）その他利益剰余金     

繰越利益剰余金  － △890,419 －

利益剰余金合計  － － △890,419 △5.9 － －

４　自己株式  － － △7,913 △0.1 － －

株主資本合計  － － 6,808,704 45.3 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評価
差額金

 － － 45,383 0.3 － －

２　土地再評価差額金  － － △570,354 △3.8 － －

評価・換算差額等合計  － － △524,970 △3.5 － －

純資産合計  － － 6,283,733 41.8 － －

負債純資産合計  － － 15,027,963 100.0 － －
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  ②　中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度の
要約損益計算書

（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   10,290,574 100.0  9,828,336 100.0  22,518,038 100.0

Ⅱ　売上原価   5,790,510 56.2  5,944,615 60.5  13,264,840 58.9

売上総利益   4,500,063 43.8  3,883,720 39.5  9,253,197 41.1

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※５  4,823,284 46.9  4,476,523 45.5  9,743,861 43.3

営業損失   323,221 △3.1  592,802 △6.0  490,663 △2.2

Ⅳ　営業外収益 ※１  213,026 2.1  141,550 1.4  411,356 1.8

Ⅴ　営業外費用
※２
※５

 314,125 3.1  112,752 1.1  479,032 2.1

経常損失   424,319 △4.1  564,004 △5.7  558,339 △2.5

Ⅵ　特別利益 ※３  404,572 3.9  10,000 0.1  973,435 4.3

Ⅶ　特別損失
※４
※６

 310,365 3.0  210,211 2.2  699,303 3.1

税引前中間（当期）
純損失

  330,113 △3.2  △764,216 △7.8  284,208 △1.3

法人税、住民税及び
事業税

 5,007   4,761   10,013   

法人税等調整額  ― 5,007 0.0 ― 4,761 0.0 △591,921 △581,907 △2.6

中間（当期）純利益
又は純損失(△)

  △335,120 △3.2  △768,977 △7.8  297,699 1.3

前期繰越損失   6,408,834   ―   6,408,834  

土地再評価差額金取
崩額

  ―   ―   862,787  

資本金の減少による
欠損填補額

  2,015,460   ―   2,015,460  

中間（当期）未処理
損失

  4,728,494   ―   3,232,887  
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　③　中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（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
資本準備金 資本剰余金合計

その他利益剰余金
利益剰余金合計

繰越利益剰余金

平成18年１月31日残高 5,389,940 5,108,985 5,108,985 △3,232,887 △3,232,887 △7,651

中間会計期間中の変動額

新株の発行 224,000 217,000 217,000 ― ― ―

資本準備金の取崩による欠損填

補
― △3,232,887 △3,232,887 3,232,887 3,232,887 ―

中間純利益（純損失△） ― ― ― △768,977 △768,977 ―

土地再評価差額金の取崩 ― ― ― △121,442 △121,442 ―

自己株式の取得 ― ― ― ― ― △262

株主資本以外の項目の中間会計期

間中の変動額（純額）
― ― ― ― ― ―

中間会計期間中の変動額合計 224,000 △3,015,887 △3,015,887 2,342,467 2,342,467 △262

平成18年７月31日残高 5,613,940 2,093,097 2,093,097 △890,419 △890,419 △7,913

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権 純資産合計

株主資本合計
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 7,258,386 170,305 △691,797 △521,491 21,000 6,757,894

中間会計期間中の変動額

新株の発行 441,000 ― ― ― ― 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△） △768,977 ― ― ― ― △768,977

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会計期

間中の変動額（純額）
― △124,921 121,442 △3,479 △21,000 △24,479

中間会計期間中の変動額合計 △449,681 △124,921 121,442 △3,479 △21,000 △474,161

平成18年７月31日残高 6,808,704 45,383 △570,354 △524,970 － 6,283,733
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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）

当中間会計期間

（自　平成18年２月１日

至　平成18年７月31日）

前事業年度

（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

　当社は、前事業年度において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。当

中間会計期間においても、前事業年度に引き

続き売上高が減少し323,221千円の営業損失及

び335,120千円の中間純損失を計上しています。

これにより当社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、前事業年度の債務超過の

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

を中間財務諸表には反映しておりません。 

　当社は、前事業年度において９期ぶりに当

期純利益を計上したものの、９期連続して売

上高が減少し、５期連続して営業損失を計上

しました。当中間会計期間においても、利益

面では営業損失及び中間純損失となっている

ことから、当社において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。

　但し、当社は、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）

と普通株式の第三者割当（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たことにより、財務内

容は大きく改善いたしました。続いて当中間

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

失を一掃しております。さらに、事業運営面

において営業体制の抜本的改革を主眼におく

業務改革を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り、利益率の向上

を目指し営業利益の改善を推進してまいりま

す。

　これらの諸施策を順次実施に移すことによ

り当社においては、当該状況を解消する予定

であります。

　なお、中間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

の影響を中間財務諸表には反映しておりませ

ん。 

　当事業年度において９期ぶりに当期純利益

を計上したものの、９期連続して売上高が減

少し、５期連続して営業損失を計上いたしま

した。これにより当社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、人事制度の改革を進め、

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。

　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財

務諸表には反映しておりません。
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中間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）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

１　資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

①子会社株式

移動平均法による原価法に

よっております。

(1）有価証券

①子会社株式

同左

(1）有価証券

①子会社株式

同左

②その他有価証券

時価のあるもの

中間会計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）によっております。

②その他有価証券

時価のあるもの

中間会計期末日の市場価格等

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。

②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）

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

よっております。

時価のないもの

移動平均法に基づく原価法に

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

(3）たな卸資産

最終仕入原価法による原価法に

よっておりますが、一部輸入商

品については移動平均法による

原価法により評価しております。

また、季越商品については販売

可能価額まで評価減を実施し、

これによる評価損は売上原価に

算入しております。

(3）たな卸資産

同左

    

(3）たな卸資産

商品は、最終仕入原価法に基

づく原価法により評価してお

りますが、一部輸入商品につ

いては移動平均法に基づく原

価法により評価しております。

また、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。

（当期評価損計上額は、

394,943千円であります。）

２　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産 (1）有形固定資産 (1）有形固定資産

本社ビルと松伏商品

センターの建物及び

構築物

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
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

３　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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）返品調整引当金

中間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

期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、期末前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。

(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、

当期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、

当期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、

当期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。

(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、内規に基づく中間期末要

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、内規に基づく期末要支給

額を計上しております。

―――――― (6) 子会社整理損失引当金

子会社の整理損失に備えるため、

当該子会社の財政状態等を勘案

し、当該損失見込額を計上して

おります。

(6）子会社整理損失引当金

同左

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。

同左 外貨建金銭債権債務は、期末日の直

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）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

５　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 同左

６　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。

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(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

当社は、金利相場の変動に伴う

リスクをヘッジする目的でデリ

バティブ取引を利用する方針で

あり、短期的な売買差益を獲得

する目的（トレーディング目

的）や投機目的のために、単独

でデリバティブ取引を利用する

ことはしない方針です。また、

デリバティブ取引についての基

本方針は取締役会で決定され、

金利スワップ取引の実行及び管

理は経理部が行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(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

すると判断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　その他中間財務諸表（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

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。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

同左

(2）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、営業外費用に表示しており

ます。

(2）繰延資産の処理方法

新株発行費

同左

(2）繰延資産の処理方法

新株発行費

同左
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会計処理の変更

前中間会計期間

（自　平成17年２月１日

至　平成17年７月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年２月１日

至　平成18年７月31日）

前事業年度

（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。

これにより税引前中間純損失は91,821千

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、6,283,733千円であります。

なお、中間財務諸表等規則の改正により、

当中間会計期間における中間貸借対照表の

純資産の部については、改正後の中間財務

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）

当中間会計期間

（自　平成18年２月１日

至　平成18年７月31日）

 貸借対照表

　前中間会計期間において流動負債の「その他」に含めて表示して

おりました「未払費用」（前中間会計期間945,523千円）については、

当中間会計期間より区分掲記しております。 

 貸借対照表

（1）前中間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「関係会社株式」（前中間会計期間57,000

千円）については、当中間会計期間より区分掲記しております。

（2）前中間会計期間において流動負債の「その他」に含めて表示し

ておりました「前受金」（前中間会計期間10,696千円）について

は、当中間会計期間より区分掲記しております。
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追加情報

前中間会計期間

（自　平成17年２月１日

至　平成17年７月31日）

当中間会計期間

（自　平成18年２月１日

至　平成18年７月31日）

前事業年度

（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日以降に開始する事業年度

より外形標準課税制度が導入されたことに伴

い、当事業年度から「法人事業税における外

形標準課税部分の損益計算書上の表示につい

ての実務上の取扱い」（平成16年2月13日　

企業会計基準委員会実務対応報告第12号）に

従い、法人事業税の付加価値割及び資本割に

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、経常損失及び税引前当

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

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成17年７月31日）
当中間会計期間末

（平成18年７月31日）
前事業年度末

（平成18年１月31日）

※１　有形固定資産減価償却

累計額
3,601,938千円       1,583,716千円     1,562,976千円

※２　担保に供している資産

定期預金

建物

土地

投資有価証券

関係会社株式

計

296,498千円

3,562,655千円

2,474,192千円

651,626千円

― 

6,984,972千円

   876,749千円

 1,326,919千円

413,518千円

 624,216千円

758,900千円

4,000,303千円

   876,679千円

 1,359,081千円

470,342千円

741,132千円

―  

3,447,235千円

上記に対応する債務   

長期借入金 1,288,841千円 395,156千円 599,012千円

（うち一年内返済長期

借入金）
（694,848千円） （229,712千円） （318,712千円）

短期借入金 4,302,542千円 300,000千円 ―

３　偶発債務

下記関係会社及び従業

員の銀行借入金に対し

て債務保証を行ってお

ります。

㈱グレース南部

㈱グッドタイム

従業員住宅資金他

  合計

50,000千円

40,000千円

 19,780千円

109,780千円

         ―

         ―

  ―

―

         ―

         ―

  ―

―

下記会社の買掛金及び

リース契約残高に対し

て、債務保証を行なっ

ております。

㈱タガラ ― 98,663千円 166,311千円

４　受取手形割引高 34,847千円       633,958千円       723,732千円

※５ 中間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、当中間会計期間末日が金融

機関の休日であったため、次の中

間会計期間末日満期手形が、中間

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　　 26,827千円   

 割引手形　　 11,612千円   

※６　消費税等の取扱い 仮払消費税等と仮受消費税等は相

殺のうえ、流動負債の未払消費税

等として表示しております。

仮払消費税等と仮受消費税等は相

殺のうえ、流動資産の「その他」

に含めて表示しております。

―
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（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

※１　営業外収益のうち重要な

もの

受取利息 3,665千円 14,313千円 16,753千円

受取配当金 7,520千円      4,081千円 9,513千円

受取地代家賃 124,300千円        81,972千円 226,626千円

※２　営業外費用のうち重要な

もの

支払利息 176,256千円        43,461千円 242,054千円

新株発行費 63,579千円       2,887千円 74,922千円

減価償却費 46,861千円       35,829千円 90,884千円

※３　特別利益のうち重要なも

の

役員退職金引当金戻入額 56,750千円       10,000千円 56,750千円

貸倒引当金戻入額 114,347千円        31,532千円 ―

投資有価証券売却益 233,453千円 ― 270,743千円

固定資産売却益 21千円

 

―

 

645,941千円

中央区日本橋堀留町及び大阪市港区

等の土地・建物の売却に伴うもので

あります。

※４　特別損失のうち重要なも

の

財務構造再編費用 263,200千円

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。

― 263,200千円

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。

早期退職措置関連損失 ― ― 156,129千円

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

退職金等であります。

 特別退職金  　  137,459千円

再就職関連費用　 18,670千円

子会社整理損失引当金繰

入額

―

 

―

 

91,000千円

子会社整理損失引当金の内訳は次の

とおりであります。

 ㈱グッドタイム   38,000千円

 ㈱グレース南部　 53,000千円

固定資産除却損 39,265千円       20,140千円      63,322千円

本社及び商品センター移

転費用
―  ― 34,651千円

減損損失 ―  91,821千円 ―
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

※５　減価償却実施額

有形固定資産

無形固定資産

合計

146,680千円

2,102千円

148,783千円

102,168千円

     5,460千円

107,629千円

259,951千円

7,494千円

267,446千円

※６　減損損失 ――――― 当中間会計期間において当社は以

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

埼玉県

北葛飾郡
遊休資産 土地

茨城県

つくば市
遊休資産 土地

その他
本店及び

事業所
電話加入権

―――――

  当社は、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。 

当中間会計期間において、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、当該減少額を減損

損失（91,821千円）として特別損

失に計上しました。その内訳は、

土地57,779千円及び電話加入権

34,041千円であります。 

なお、回収可能価額を土地につい

ては固定資産評価額により、電話

加入権については回収可能価額を

零として評価しております。 
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自 平成18年2月1日　至 平成18年7月31日）

 自己株式に関する事項

株式の種類
前事業年度末株式数

（株）

当中間会計期間増加

株式数（株）

当中間会計期間減少

株式数（株）

当中間会計期間末

株式数（株）

 普通株式（注） 39,230 1,542 － 40,772

 （注）普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取りによるもであります。

（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）

前中間会計期間末（平成17年7月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

当中間会計期間末（平成18年7月31日）

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの  

区分
中間貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 2,615,244 1,933,218 △682,026

合計 2,615,244 1,933,218 △682,026

前事業年度末（平成18年1月31日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。
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（１株当たり情報）

項目
前中間会計期間

（自　平成17年２月１日
至　平成17年７月31日）

当中間会計期間
（自　平成18年２月１日
至　平成18年７月31日）

前事業年度
（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 20.82円     28.83円 33.59円

１株当たり中間（当期）純利益

又は純損失（△）
△6.83円     △5.37円 3.08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

 2.68円

１株当たり中間純損失の算定上の

基礎

１株当たり中間純損失の算定上の

基礎

１株当たり当期純利益の算定上の

基礎

中間損益計算書上の中間純損失

335,120千円

中間損益計算書上の中間純損失

       768,977千円

損益計算書上の当期純利益

297,699千円

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

うち当事業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

339,699千円

普通株式に係る中間純損失

       782,772千円

普通株式に係る当期純利益

 279,448千円

普通株式の期中平均株式数

49,766,644株

普通株式の期中平均株式数

          145,874,186株　　　　

普通株式の期中平均株式数

90,639,122株

潜在株式調整後１株当たり当期純

利益の算定上の基礎

当期純利益調整額 －

普通株式増加数

13,733,873株

 (うち、新株予約権）

(13,733,873株)

希薄化効果を有しないため、潜在

株式調整後１株当たり中間純利益

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)

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）

当中間会計期間

（自　平成18年２月１日

至　平成18年７月31日）

前事業年度

（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

当社の平成17年8月9日開催の取締役会に

おいて、下記の通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、下記の通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、当該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

② 所在地

大阪府大阪市中央区北久宝寺町四丁目

４番２号

③ 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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