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(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 6,194 (  0.3) 50 (△48.0) 26 (△65.1)

17年７月中間期 6,176 ( △3.4) 96 ( － ) 76 ( － )

18年１月期 11,849 (   5.5) △50 ( － ) △85 ( － )

  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 213 (282.6) 11 71 8 52

17年７月中間期 55 (△69.3) 3 06 2 37

18年１月期 53 ( － ) 2 91 2 15

（注）① 持分法投資損益 18年７月中間期－百万円 17年７月中間期－百万円 18年１月期 －百万円 

  ② 期中平均株式数（連結） 18年７月中間期 18,248,216株 17年７月中間期 18,249,613株 18年１月期 18,249,193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、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期比(18年１月期は対

前年比)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 11,652 1,787 11.3 △65 14

17年７月中間期 11,087 1,102 9.9 △76 59

18年１月期 11,224 1,109 9.9 △76 25

（注）期末発行済株式数（連結） 18年７月中間期 18,247,916株 17年７月中間期 18,249,613株 18年１月期 18,248,516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
中間期末(期末)残高 

  百万円 百万円 百万円 百万円

18年７月中間期 △502 915 △510 2,475

17年７月中間期 △537 △65 △427 2,166

18年１月期 26 △95 △559 2,574

(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 ７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 12,000   130 300

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 16円41銭
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１．企業集団の状況 

 当社グループ（ＣＨＯＹＡ株式会社および子会社）は、親会社である日清紡績株式会社の企業集団に属しており、当

社および子会社７社で構成されています。事業内容並びに親会社および当社グループの当該事業に係る位置付けは、次

のとおりであります。 

衣料品の製造および販売 

 当社および上海蝶矢時装有限公司が紳士ドレスシャツ（ワイシャツ）、カジュアルウェア、レディースウェアの

製造・販売を行っているほか、高山ＣＨＯＹＡソーイング㈱が当社のドレスシャツの委託加工、また、アリエスク

ロージング平戸㈱は、メンズスーツ等の委託加工を行っております。ＣＨＯＹＡタケナカ㈱は、オーダーシャツの

製造・販売を行っております。 

 また、親会社の日清紡績㈱より当社製商品の材料を商社経由（一部は直接）で仕入れております。 

土地建物賃貸・物流業務 

 アリエス㈱は土地建物の賃貸等を行っており、枚方物流㈱は物流業務を行っております。 

なお、従来物流業務を行っていた永田倉商㈱は、平成18年３月31日にて解散しており、主要な固定資産について

は、売却済みであります。 

 上記の事項について、事業系統図を示すと次のとおりであります。 

  ※永田倉商㈱（連結子会社）は、平成18年３月31日をもって解散しております。 

製品
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２．経営方針 

（１）会社の経営の基本方針 

 当社は、ドレスシャツのリーディング・カンパニーとして１８８６年（明治１９年）創業以来、品質と積極的なフ

ァッション提案で市場のニーズと信頼を培ってまいりました。今後とも皆様の衣生活における快適環境の実現に貢献

するファッション企業グループめざして取り組んでまいります。 

  

（２）会社の利益配分に関する基本方針 

 当社の配当額の決定につきましては、株主各位への安定的な利益還元を重要政策として認識していますが、「新中

期計画」を策定しこれを実行することにより経営財務体質の強化と業績の改善を達成し、配当性向等を考慮した利益

還元を行い、株主各位のご期待にそえるよう努力してまいります。 

（３）投資単価の引下げについて 

 当社は、株式の投資単位の引き下げにつきましては、個人投資家の株式買付けを容易にし、株式の流動性の向上と

投資層の拡大が期待できる等、数々のメリットにつき強く認識しておりますので、今後の市場の要請等十分勘案して

対処してまいります。 

（４）目標とする経営指標および中長期的な会社の経営戦略 

 当社の経営指標は、安定的な売上成長と売上高営業利益率の向上を目標としており、策定いたしました「新中期経

営計画」の目標である黒字化の定着化に向けて現在その計画を達成のため全社一丸となり邁進しております。 

  

当該計画の主な内容は、次のとおりであります。 

イ．営業力・企画力の強化 

 商品企画部門、営業部門に人材を投入し、ブランドの集約化と自社ブランド拡大を通じて販売の効率化と売り上

げ増を図り、得意先の顧客ニーズに合うブランド展開、商品構成の見直しによる前売り強化への取り組みを行いま

す。 

  

ロ．原価率の低減および経費削減 

国内、海外工場の整理再編による海外生産体制を強化し、原価率の改善とともに全社あげての営業コストの削減

と委託先の見直しによる物流費の削減を実施していきます。 

  

ハ．組織の活性化と運営・管理体制の強化 

 「活力があり」「スピード経営に対応する」効率的な会社運営を図るため、適正な人員の配置転換等を行い組織

の活性化と各部門の効率的運営・管理体制の強化を行います。 

  

ニ．子会社、生産・物流拠点の整理・再編 

 業務の見直しや生産の国内縮小、海外強化などによるグループ内事業拠点の整理等グループ事業規模に見合った

生産・物流拠点の整理・再編を行っていきます。 
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（５）会社の対処すべき課題 

 当企業集団を取り巻く経済環境は、消費構造の変化等今後とも厳しい状況が続くものと思われます。 

 このような状況のなかで、当企業集団は、黒字化の定着化を図るため策定した「新中期経営計画」により以下の施

策を推進いたします。 

 営業面につきましては、営業部員の新規採用による営業力強化、商品企画部門との連携により百貨店取引を強化

し、得意先の顧客ニーズにマッチした商品開発によりシェアアップを図ってまいりますが、今期はＧＭＳ部門、オー

ダーシャツ部門およびカジュアルウエア部門も強化してまいります。また事業フィールドを既存のチャネル以外の直

営ショップ、インターネット販売にも広げ積極的な営業活動を行ってまいります。 

 原価改善、経費削減につきましては、海外生産比率をさらに高め、仕入先との取引条件の改善、材料調達先、外注

コストの見直しによる原価改善をさらに進め、選択と集中によるブランドの集約化と自社ブランドの育成・拡大を図

り、得意先非効率催事の見直し、ＦＡの効率的再配置、物流業務の再構築等により営業コストの削減に取り組んでま

いります。 

 管理面につきましては、引き続き業務の見直しおよび組織改革、生産・物流拠点の再編を行い、経営資源の効率的

活用を推進してまいります。また製造、販売の連携を密にし、きめの細かい販売・発注計画により在庫回転率をあ

げ、在庫の評価は製造年度から、経過年数に応じて評価減を行うルールを取り入れ、財務体質の健全化を図ってまい

ります。 

 以上の施策により確実に利益を生み出せる強固な体質づくりをめざして、黒字化の定着化を図るべく鋭意努力を重

ねて計画達成に向け邁進する所存であります。 

 （６）その他、会社の経営上の重要な事項 

        該当事項はありません。 
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３．経営成績 

（１）営業成績 

 当中間連結会計期間における我が国経済は、景気は緩やかな回復基調のなか企業業績が改善し、また企業の設備投

資は堅調に推移し個人消費を含めて内需は拡大の方向へと向かいつつあります。しかし一方では、原油高、国内株式

の下落、円安など景気に悪影響を与えかねない懸念・不安材料も同時に存在しております。 

 こうした経営環境のなか、当企業集団は、「新中期経営計画」に沿って業績の回復、向上のため懸命の努力をして

まいりました。 

 当中間連結会計期間における売上高につきましては、ドレスシャツでは２年目の「クールビズ」対応のため事前の

準備をし、お得意先様には売り場提案を積極的に行い売り場シェア拡大に努めました。またカジュアルウェアでは今

年春夏物よりトータルブランド化した「チェスター・バリー」ブランドの拡販を行ってまいりました。しかし春物商

品早期立ち上がりによる前期前倒し出荷および春先から６月までの低温、西日本地区の集中豪雨や長梅雨等天候不順

の影響により計画しておりました売上数字には届きませんでしたがアイテムをトータルすると前中間連結会計期間比

でわずかに超えて売上高は６１億９千４百万円（前中間連結会計期間比0.3％増）となりました。 

 損益面につきましては、引き続き国外・海外工場整理再編による海外生産体制を強化し、コスト削減を図ってまい

りましたが、天候不順が響きクリアランスセールの前倒しによる値引高の増加ならびに物流子会社解散による経費増

等により経常利益は２千６百万円（前中間連結会計期間比65.1%減）となりました。中間純利益は、特別利益に解散

子会社固定資産売却益等９億４百万円、特別損失に解散子会社にかかる特別退職金等1億5千6百万円を計上し法人税

等３億５千６百万円および少数株主利益２億５百万円を差し引いて２億１千３百万円（前中間連結会計期間比

282.6％増）となりました。 

  

（ドレスシャツ部門） 

 ドレスシャツ部門は、既製ワイシャツでは売り場でのシェアアップのため２年目の「クールビズ」に積極的な対応

をしてまいりましたが春先から６月までの低温、７月の長梅雨など天候不順により計画売上数字には届きませんでし

たが前中間連結会計期間比で僅かに超えました。一方オーダーシャツは、計画した売上には届かず、ドレスシャツ全

体の売上高は５８億２千１百万円（前中間連結会計期間比0.2％減）となりました。 

（カジュアルウェア部門） 

 カジュアルウェア部門では、春夏物よりトータル化した「チェスター・バリー」ブランドと「ピエールカルダン」

の２ブランドに絞って得意先展開店舗、売場を増やしてきましたが、取扱い中止あるいは減少したブランドを完全に

カバーするまでに至らず売上高は僅か減少し１億６千６百万円（前中間連結会計期間比4.4％減）となりました。 

（メンズスーツ、ジャケット等の部門） 

 メンズスーツ等部門は、ＯＥＭ商品の受注増により売上高は２億２百万円（前中間連結会計期間比21.0％増）とな

りました。 

（レディースウェア部門） 

 レディースウェア部門は、ショップ用アイテムとしての取り扱いを増やしましたが、旧取扱い在庫品減少による売

上減のため３百万円（前中間連結会計期間は５百万円）となりました。 

（２）通期の業績見通し 

 通期業績見通しにつきましては、オーダーシャツ部門、カジュアルウェア部門の強化をしてまいりますが上期の売

上げの減少をカバーするに至らず売上高は１２０億円を見込んでおります。 

 経常利益につきましては、売上高は減少するものの仕入先との取引条件の改善、材料調達先、外注コストの見直し

等によるコスト削減、またＯＥＭ受注を行っている子会社等の業績が回復基調であるため当初計画どおりの１億３千

万円を見込んでおります。当期純利益につきましても、当初計画どおりの３億円を見込んでおります。 
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４．財政状態 
 財政状態につきましては、厳しい経営環境に即応して、迅速機敏な財務行動を図る必要があります。特に、アパレ

ル業界におきましては、消費動向の変化に敏感に対応できる企業構築には財務の役割は最重要課題であり、同業他社

との激しい競争に生き残り、将来の事業チャンスを捉えて堅実な発展を遂げるためには、財務体質の健全化が急務で

あると認識しております。 

（１）キャッシュ・フロー 

 当中間連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は、前連結会計年

度に比べ9千8百万円減少し、24億7千5百万円（前中間連結会計期間比14.3％増）となりました。 

税金等調整前中間純利益は7億7千4百万円であり、有形固定資産売却の収入等があるものの売上債権の増加、短期借

入金の返済等によるものであります。 

（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5億2百万円（前中間連結会計期間比3千5百万円の支出減）であり、これは主に、売

上債権の増加等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9億1千5百万円(前中間連結会計期間は6千5百万円の支出）であり、これは主に、有

形固定資産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5億1千万円（前中間連結会計期間比8千2百万円の支出増）であり、これは主に、短

期借入金の返済によるものであります。 

５．事業等のリスク 
 当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられ

る事項は、以下の通りであります。 

  

（１）個人消費および季節的要因の影響について 

 当社グループは、百貨店取引を中心としたドレスシャツ・カジュアルウェア等の製造・販売を行っております

が、個人消費の動向、冷夏・暖冬等の天候不順により、業績の影響を受ける可能性があります。 

  

（２）返品の影響について 

 当社グループは、百貨店取引における販売政策上、商品の返品が生じることがあります。よって、返品率等の変

動により、業績の影響を受ける可能性があります。 

 なお、当社グループでは、そのような返品に備えるため、会計上、返品調整引当金を計上しております。 

  

（３）海外生産の影響について 

 当社グループは、生産コスト削減のため、中国・インドネシア等の生産を拡大しておりますが、中国・インドネ

シア等における景気変動、通貨価値の変動、政治情勢の変化および法規制の変化等により、業績の影響を受ける可

能性があります。 

（連6）



６．中間連結財務諸表等 
(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   2,360,239 2,670,033   2,772,070

２．受取手形及び売
掛金 

※２   2,846,772 3,038,845   2,354,986

３．たな卸資産     2,648,368 2,767,018   2,740,251

４．その他     197,239 395,325   385,039

５．貸倒引当金     △6,914 △2,123   △4,536

流動資産合計     8,045,706 72.6 8,869,099 76.1   8,247,811 73.5

Ⅱ 固定資産       

１．有形固定資産      

(1）建物及び構築
物 

※１ 2,952,437 2,553,971 2,972,449 

減価償却累計
額 

  1,800,028 1,152,409 1,561,737 992,233 1,844,655 1,127,793

(2）機械装置及び
運搬具 

  678,311 728,405 722,634 

減価償却累計
額 

  548,745 129,565 598,815 129,590 595,206 127,427

(3）土地 ※１   959,337 958,889   959,337

(4）その他   172,516 174,190 176,511 

減価償却累計
額 

  133,395 39,121 132,981 41,209 139,466 37,045

有形固定資産合
計 

    2,280,433 (20.6) 2,121,922 (18.2)   2,251,604 (20.0)

２．無形固定資産       

(1）連結調整勘定     9,528 －   －

(2）その他     198,644 360,446   368,430

無形固定資産合
計 

    208,172 (1.9) 360,446 (3.1)   368,430 (3.3)

３．投資その他の資
産 

      

(1) 投資有価証券     136,747 62,369   61,243

(2）長期貸付金     130,000 －   －

(3）その他     275,404 246,120   293,913

(4）貸倒引当金     △17,875 △17,551   △17,617

投資その他の資
産合計 

    524,276 (4.7) 290,938 (2.5)   337,539 (3.0)

固定資産合計     3,012,882 27.2 2,773,307 23.8   2,957,575 26.3

Ⅲ 繰延資産       

 新株発行費     28,463 10,461   18,975

繰延資産合計     28,463 0.2 10,461 0.1   18,975 0.2

資産合計     11,087,051 100.0 11,652,868 100.0   11,224,362 100.0 

        

 

（連7）



    
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 

※２   2,076,916 2,427,255   2,303,323

２．短期借入金 ※１   5,293,342 4,800,000   5,255,000

３．一年以内返済予定
の長期借入金 

※１   142,000 －   52,000

４．未払金     359,058 421,017   311,596

５．未払法人税等     30,574 338,707   27,868

６．未払消費税等     82,532 51,383   80,735

７．繰延税金負債     8,242 －   －

８．賞与引当金     38,452 45,768   50,608

９．返品調整引当金     296,361 292,049   223,790

10．その他     278,474 315,778   377,950

流動負債合計     8,605,954 77.6 8,691,961 74.6   8,682,874 77.3

Ⅱ 固定負債       

１．長期借入金     3,500 －   －

２．繰延税金負債     127,237 114,205   119,001

３．退職給付引当金     992,589 1,059,118   1,034,589

固定負債合計     1,123,326 10.2 1,173,324 10.1   1,153,591 10.3

負債合計     9,729,281 87.8 9,865,285 84.7   9,836,465 87.6

        

（少数株主持分）       

少数株主持分     255,483 2.3 － －   278,828 2.5

        

（資本の部）       

Ⅰ 資本金     4,594,441 41.4 － －   4,594,441 40.9

Ⅱ 利益剰余金     △3,525,322 △31.8 － －   △3,527,562 △31.4

Ⅲ その他有価証券評価
差額金 

    25,103 0.2 － －   13,154 0.1

Ⅳ 為替換算調整勘定     21,340 0.2 － －   42,835 0.4

Ⅴ 自己株式    △13,275 △0.1 － －   △13,800 △0.1

資本合計     1,102,286 9.9 － －   1,109,068 9.9

負債、少数株主持分
及び資本合計 

    11,087,051 100.0 － －   11,224,362 100.0 

        

 

（連8）



    
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    － －  4,594,441 39.4  － － 

２．利益剰余金    － －  △3,314,357 △28.4  － － 

３．自己株式    － －  △13,995 △0.1  － － 

株主資本合計    － －  1,266,088 10.9  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

１．その他有価証券評
価差額金 

   － －  6,068 0.1  － － 

２．為替換算調整勘定    － －  39,131 0.3  － － 

評価・換算差額等合
計 

   － －  45,199 0.4  － － 

Ⅲ 少数株主持分    － －  476,294 4.0  － － 

純資産合計    － －  1,787,583 15.3  － － 

負債純資産合計    － －  11,652,868 100.0  － － 

           

（連9）



(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     6,176,875 100.0 6,194,157 100.0   11,849,212 100.0 

Ⅱ 売上原価 ※１   3,890,383 63.0 3,867,222 62.4   7,488,053 63.2

売上総利益     2,286,492 37.0 2,326,934 37.6   4,361,158 36.8

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※２   2,190,035 35.4 2,276,760 36.8   4,411,521 37.2

営業利益又は営業損
失（△） 

    96,456 1.6 50,174 0.8   △50,362 △0.4

Ⅳ 営業外収益       

１．受取利息   1,188 4,677 2,952 

２．受取配当金   494 251 1,012 

３．受取販売手数料   9,873 7,659 24,794 

４．受取物流手数料   6,267 6,917 13,145 

５．受取技術指導料   4,373 － 4,373 

６．その他   17,167 39,364 0.6 9,971 29,477 0.5 33,146 79,424 0.7

Ⅴ 営業外費用       

１．支払利息   49,634 39,602 93,962 

２．新株発行費償却   9,487 9,682 18,975 

３．その他   422 59,544 1.0 3,719 53,004 0.9 2,087 115,025 1.0

経常利益又は経常損
失（△） 

    76,275 1.2 26,647 0.4   △85,963 △0.7

Ⅵ 特別利益       

１．前期損益修正益 ※３ 13,910 － 13,910 

 ２．貸倒引当金戻入額   4,669 2,478 7,305 

３．固定資産売却益 ※４ 1,455 902,363 1,461 

４．投資有価証券売却益   － 20,036 0.3 － 904,842 14.6 113,468 136,146 1.1

Ⅶ 特別損失       

１．固定資産売却損 ※５ 1,628 1,462 1,795 

２．固定資産除却損 ※６ － 16,910 587 

３．投資有価証券評価損   1,341 － 1,341 

４．特別退職金   － 135,120 － 

５．長期前払費用一括償
却 

  － 2,970 0.0 3,238 156,732 2.5 － 3,724 0.0

税金等調整前中間
（当期）純利益 

    93,341 1.5 774,756 12.5   46,457 0.4

法人税、住民税及び
事業税 

  18,777 327,640 15,698 

法人税等調整額   8,908 27,686 0.4 28,374 356,015 5.7 △32,714 △17,015 △0.1

少数株主利益     9,789 0.2 205,031 3.3   9,848 0.1

中間（当期）純利益     55,864 0.9 213,710 3.5   53,625 0.4

        

（連10）



(3) 中間連結剰余金計算書 

 （注）従業員奨励及び福利基金は、中華人民共和国所在の子会社が当該国の法令に基づいて設定したものであります。

   

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  2,499,891 －   2,499,891

Ⅱ 資本剰余金減少高     

 資本準備金取崩高  2,499,891 －   2,499,891

Ⅲ 資本剰余金中間期末
（期末）残高 

 － －   －

      

利益剰余金の部     

Ⅰ 利益剰余金期首残高  △6,080,242 －   △6,080,242

Ⅱ 利益剰余金増加高     

１．中間（当期）純利益  55,864 －  53,625 

２．資本準備金取崩高  2,499,891 2,555,755 － － 2,499,891 2,553,516

Ⅲ 利益剰余金減少高     

従業員奨励及び福利基金
（注） 

 836 －   836

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高 

 △3,525,322 －   △3,527,562

      

（連11）



(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月７月31日） 

（注）従業員奨励及び福利基金は、中華人民共和国所在の子会社が当該国の法令に基づいて設定したものであります。 

 
株主資本 

資本金 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（千円） 

  
4,594,441 △3,527,562 △13,800 1,053,078 

中間連結会計期間中の変動額     

中間純利益（千円）   213,710   213,710 

従業員奨励及び福利基金（千円）

（注） 
  △505   △505 

自己株式の取得（千円）     △194 △194 

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） 

（千円） 

        

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
  213,204 △194 213,010 

平成18年７月31日残高（千円） 

  
4,594,441 △3,314,357 △13,995 1,266,088 

 

評価・換算差額等 

少数株主持分 純資産合計 
その他有価証券評
価差額金 

為替換算調整勘定 
評価・換算差額等
合計 

平成18年１月31日残高（千円） 

  
13,154 42,835 55,989 278,828 1,387,896 

中間連結会計期間中の変動額      

中間純利益（千円）         213,710 

従業員奨励及び福利基金（千円）

（注） 
        △505 

自己株式の取得（千円）         △194 

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） 

（千円） 

△7,085 △3,704 △10,789 197,466 186,676 

中間連結会計期間中の変動額合計 

（千円） 
△7,085 △3,704 △10,789 197,466 399,686 

平成18年７月31日残高（千円） 

  
6,068 39,131 45,199 476,294 1,787,583 

（連12）



(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） 

  前連結会計年度の連結 

 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 
        

税金等調整前中間（当期）

純利益 
  93,341 774,756 46,457 

減価償却費   78,179 73,637 163,189 

連結調整勘定償却費   9,528 － 19,056 

投資有価証券評価損   1,341 － 1,341 

投資有価証券売却益   － － △113,468 

貸倒引当金の減少額   △4,669 △2,478 △7,305 

賞与引当金の増減（△）額   △2,256 △4,840 9,899 

退職給付引当金の増加額   35,042 24,528 77,042 

返品調整引当金の増減

（△）額 
  40,374 68,259 △32,196 

受取利息及び受取配当金   △1,682 △4,928 △3,964 

支払利息   49,634 39,602 93,962 

固定資産売却益   △1,455 △902,363 △1,461 

固定資産売却損   1,628 1,462 1,795 

固定資産除却損   － 16,910 587 

売上債権の増加額   △872,184 △684,433 △379,786 

たな卸資産の増（△）減額   317,996 △28,624 238,392 

仕入債務の増減（△）額   △185,782 124,003 40,314 

その他   △27,634 50,668 △7,611 

小計   △468,599 △453,838 146,244 

利息及び配当金の受取額   1,682 4,926 3,965 

利息の支払額   △48,272 △42,904 △91,829 

法人税等の支払額   △22,500 △10,768 △31,876 

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー 
  △537,689 △502,585 26,504 

 

（連13）



    

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 

 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 
        

定期預金の払戻による収入   37 1,268 9,416 

有形固定資産の取得による

支出 
  △42,826 △42,154 △58,599 

有形固定資産の売却による

収入 
  8,734 1,013,178 6,888 

無形固定資産の取得による

支出 
  － △9,390 △187,181 

投資有価証券の取得による

支出 
  △13,101 △13,075 △26,319 

投資有価証券の売却による

収入 
  － － 182,038 

その他   △17,879 △34,297 △21,854 

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー 
  △65,036 915,529 △95,611 

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   180,000 20,000 620,000 

短期借入金の返済による支

出 
  △458,330 △475,000 △936,672 

長期借入金の返済による支

出 
  △145,530 △52,000 △239,030 

自己株式の取得による支出   － △194 △525 

少数株主への配当金の支払

額 
  △3,355 △3,004 △3,355 

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー 
  △427,215 △510,198 △559,582 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係わる換

算差額 
  4,357 △1,318 10,548 

Ⅴ 現金及び現金同等物の減少額   △1,025,584 △98,573 △618,140 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高   3,192,143 2,574,003 3,192,143 

Ⅶ 現金及び現金同等物の中間期末

（期末）残高 
※ 2,166,559 2,475,430 2,574,003 

          

（連14）



中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

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 

連結子会社の数 ７社 

連結子会社の名称 

高山ＣＨＯＹＡソーイング㈱  

ＣＨＯＹＡタケナカ㈱  

枚方物流㈱ 

永田倉商㈱ 

上海蝶矢時装有限公司 

アリエス㈱ 

アリエスクロージング平戸㈱ 

  

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 ７社 

連結子会社の名称 

高山ＣＨＯＹＡソーイング㈱  

ＣＨＯＹＡタケナカ㈱  

枚方物流㈱ 

永田倉商㈱ 

上海蝶矢時装有限公司 

アリエス㈱ 

アリエスクロージング平戸㈱ 

※永田倉商㈱（連結子会社）

は、平成18年３月31日をもって

解散しております。  

１．連結の範囲に関する事項 

連結子会社の数 ７社 

連結子会社の名称 

高山ＣＨＯＹＡソーイング㈱  

ＣＨＯＹＡタケナカ㈱  

枚方物流㈱ 

永田倉商㈱ 

上海蝶矢時装有限公司 

アリエス㈱ 

アリエスクロージング平戸㈱ 

  

２．持分法の適用に関する事項 

持分法を適用している会社はあ

りません。 

２．持分法の適用に関する事項 

同左 

２．持分法の適用に関する事項 

同左 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

  連結子会社のうち上海蝶矢時装

有限公司の中間決算日は６月30

日であります。 

中間連結財務諸表の作成にあた

っては、同中間決算日現在の財

務諸表を使用しております。 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

同左 

３．連結子会社の決算日等に関する

事項 

  連結子会社のうち上海蝶矢時装有

限公司の決算日は12月31日であ

ります。 

   連結財務諸表の作成にあたって

は、同決算日現在の財務諸表を

使用しております。 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）有価証券の評価基準及び評価

方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

中間決算日の市場価格等

に基づく時価法 

（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定） 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）有価証券の評価基準及び評価

方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

４．会計処理基準に関する事項 

(1）有価証券の評価基準及び評価

方法 

その他有価証券 

時価のあるもの 

期末決算日の市場価格等

に基づく時価法 

（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定）  

時価のないもの 

移動平均法による原価法 

時価のないもの 

同左 

時価のないもの 

同左 

――――― 

  

(2）デリバティブの評価基準及び

評価方法 

時価法  

――――― 
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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） 

(3）たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

製品及び商品、仕掛品 

総平均法による原価法 

原材料、貯蔵品 

先入先出法による原価法 

(3）たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

製品及び商品、仕掛品 

同左 

原材料、貯蔵品 

同左 

(3）たな卸資産の評価基準及び評

価方法 

製品及び商品、仕掛品 

同左 

原材料、貯蔵品 

同左 

(4）固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

当社及び国内連結子会社

は、定率法を、また、在外

連結子会社は当該国の会計

基準に基づく定額法を採用

しております。 

ただし、当社及び国内連結

子会社は、平成10年４月１

日以降に取得した建物（附

属設備を除く）については

定額法を採用しておりま

す。 

なお、主な耐用年数は、以

下のとおりであります。 

(4）固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

(4）固定資産の減価償却の方法 

① 有形固定資産 

同左 

建物及び構築物 ２～50年

機械装置及び運

搬具 

３～10年

工具器具及び備

品 
２～20年

    

② 無形固定資産 

（ソフトウェア） 

当社及び国内連結子会社

は、自社利用のソフトウェ

アについて、社内における

見込利用可能期間（５年）

に基づく定額法によってお

ります。 

② 無形固定資産 

（ソフトウェア） 

同左 

② 無形固定資産 

（ソフトウェア） 

同左 

（その他の無形固定資産） 

当社及び国内連結子会社

は、定額法を、また、在外

連結子会社は当該国の会計

基準に基づく定額法を採用

しております。 

（その他の無形固定資産） 

同左 

（その他の無形固定資産） 

同左 

③ 長期前払費用 

当社及び国内連結子会社

は、定額法によっておりま

す。 

③ 長期前払費用 

同左 

③ 長期前払費用 

同左 
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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）繰延資産の処理方法 

新株発行費 

当社は、繰延資産に計上

し、商法施行規則で定める

最長の期間（３年）により

毎期均等償却しておりま

す。 

(5）繰延資産の処理方法 

新株発行費 

当社は、繰延資産に計上

し、旧商法施行規則で定め

る最長の期間（３年）によ

り毎期均等償却しておりま

す。 

(5）繰延資産の処理方法 

新株発行費 

当社は、繰延資産に計上

し、商法施行規則で定める

最長の期間（３年）により

毎期均等償却しておりま

す。 

(6）引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

当社及び国内連結子会社

は、債権の貸倒れによる損

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

可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しておりま

す。 

(6）引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

(6）引当金の計上基準 

① 貸倒引当金 

同左 

② 賞与引当金 

当社及び国内連結子会社

は、従業員の賞与の支給に

備えるため、賞与支給見込

額のうち当中間会計期間負

担額を計上しております。 

② 賞与引当金 

同左 

② 賞与引当金 

当社及び国内連結子会社

は、従業員の賞与の支給に

備えるため、翌期支給見込

額のうち当期に帰属する額

を計上しております。 

③ 返品調整引当金 

当社及び一部の国内連結子

会社は、返品による損失に

備えるため、販売した製品

及び商品の返品見込額につ

いて、その売買利益相当額

を計上しております。 

③ 返品調整引当金 

同左 

③ 返品調整引当金 

同左 
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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） 

④ 退職給付引当金 

当社及び一部の国内連結子

会社は、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

（641,889千円）について

は、10年による按分額、ま

た、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

り処理しております。 

数理計算上の差異は、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

る定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理するこ

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 

当社及び一部の国内連結子

会社は、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

基づき計上しております。 

なお、会計基準変更時差異

（641,889千円）について

は、10年による按分額、ま

た、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

り処理しております。 

数理計算上の差異は、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

る定額法により按分した額

をそれぞれ発生の翌連結会

計年度から費用処理するこ

ととしております。 

(7）重要な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。なお、在外子会社等の資

産及び負債、収益及び費用は

中間決算日の直物為替相場に

より、円貨に換算し、換算差

額は少数株主持分及び資本の

部における為替換算調整勘定

に含めております。 

(7）重要な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。なお、在外子会社等の資

産及び負債、収益及び費用は

中間決算日の直物為替相場に

より、円貨に換算し、換算差

額は少数株主持分及び純資産

の部における為替換算調整勘

定に含めております。 

(7）重要な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、期末

決算日の直物為替相場によ

り、円貨に換算し、換算差額

は損益として処理しておりま

す。なお、在外子会社等の資

産及び負債、収益及び費用は

期末決算日の直物為替相場に

より、円貨に換算し、換算差

額は少数株主持分及び資本の

部における為替換算調整勘定

に含めております。 

(8）重要なリース取引の処理方法 

当社及び国内連結子会社は、

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。 

(8）重要なリース取引の処理方法 

同左 

(8）重要なリース取引の処理方法 

同左 
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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） 

５．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年間の均等償却を行って

おります。 

 ――――― 

  

５．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年間の均等償却を行って

おります。 

６．中間連結キャッシュ・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）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ケ月以内

に償還期限の到来する短期投資

からなっております。 

６．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

同左 

６．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ケ月以内に償

還期限の到来する短期投資から

なっております。 

７．その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。 

７．その他中間連結財務諸表作成の

ための重要な事項 

消費税等の会計処理 

同左 

７．その他連結財務諸表作成のため

の重要な事項 

    消費税等の会計処理 

同左 
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会計処理の変更 

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） 

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） 

――――― 
 （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」（企業会計規準第５号 

平成17年12月９日）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」（企業会計規

準適用指針第８号 平成17年12月９

日）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1,311,288千円であります。 

 なお、中間連結財務諸表規則によ

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

規則により作成しております。  

――――― 

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） 

「受取技術指導料」は、前中間連結会計期間まで、営

業外収益の「その他」に表示していましたが、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ました。なお、前中間連結会計

期間の「受取技術指導料」は2,590千円であります。 

 ――――― 
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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） 

 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)）およ

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）

が平成17年１月31日に終了する連

結会計年度に係る連結財務諸表か

ら適用できることになったことに

伴い、前連結会計年度から同会計

基準および同適用指針を適用して

おります。 

――――― ――――― 

――――― ――――― １.平成18年１月20日開催の当社取

締役会並びに当社の連結子会社であ

る永田倉商株式会社の臨時株主総会

において、下記のとおり永田倉商株

式会社の固定資産の譲渡（不動産の

売却)に関し、決議いたしました。  

 (1)譲渡資産の内容 

 ①借地権付建物 

  永田倉商株式会社本店事務所お 

  よび物流センター 

 ②所在地 東京都江東区大島 

           ８－22－４ 

 ③帳簿価額   109,744千円 

 ④譲渡価額  1,033,450千円 

 ⑤譲渡の日程 平成18年４月28日 

       物件引渡し（予定） 

 (2)譲渡先の概要 

 ①商号     ニチモ株式会社 

 ②主な事業内容 中高層住宅の 

              分譲 

２.平成18年１月20日開催の当社取

締役会並びに当社の連結子会社であ

る永田倉商株式会社の臨時株主総会

において、永田倉商株式会社の解散

を決議し、平成18年３月31日をもっ

て解散いたしました。平成19年１月

31日に清算を結了する予定です。な

お、これに伴う損失は発生いたしま

せん。 

（連21）



注記事項 

（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

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 
（平成18年１月31日） 

※１．担保資産 ※１．担保資産 ※１．担保資産 

短期借入金1,035,000千円及び一年以

内返済予定の長期借入金22,000千円の

担保に供している資産 

短期借入金 985,000千円の担保に供し

ている資産 

短期借入金 1,045,000千円の担保に供

している資産 

    上記以外に前払式証票の規制等に 

        関する法律に基づいて、定期預金 

        30,000千円を担保に供しておりま 

    す。 

建物     694,372千円

土地     360,299 

    上記以外に前払式証票の規制等に 

        関する法律に基づいて、定期預金 

        30,000千円を担保に供しておりま 

    す。 

建物     655,125千円

土地            360,299 

    上記以外に前払式証票の規制等に 

        関する法律に基づいて、定期預金 

     30,000千円を担保に供しておりま 

    す。 

建物 674,146千円

土地 360,299 

 ※２．中間期末日満期手形の会計処理は、手

形交換日をもって決済処理しておりま

す。したがって当中間期末日は休日の

ため、次の通り、中間期末日満期手形

が当中間期末残高に含まれておりま

す。 

受取手形       20,744千円

支払手形       11,987 

――――― ――――― 

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．売上原価には、次が含まれておりま

す。 

※１．売上原価には、次が含まれておりま

す。 

※１．売上原価には、次が含まれておりま

す。 

返品調整引当金戻入額  255,987千円

返品調整引当金繰入額 296,361 

返品調整引当金戻入額 223,790千円

返品調整引当金繰入額  292,049 

返品調整引当金戻入額 255,987千円

返品調整引当金繰入額 223,790 

※２．販売費及び一般管理費のうち主な費目

及び金額は次のとおりであります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主な費目

及び金額は次のとおりであります。 

※２．販売費及び一般管理費のうち主な費目

及び金額は次のとおりであります。 

ロイヤルティ 292,277千円

販売促進費（人件費） 553,557 

運賃・荷造梱包費 206,096 

従業員給料・賞与 373,369 

賞与引当金繰入額 16,068 

退職給付引当金繰入額 74,405 

減価償却費 38,488 

    

ロイヤルティ 275,614千円

販売促進費（人件費） 587,014 

運賃・荷造梱包費 187,334 

従業員給料・賞与 388,780 

賞与引当金繰入額 26,933 

退職給付引当金繰入額 62,926 

減価償却費 43,031 

    

ロイヤルティ 582,626千円

販売促進費（人件費） 1,130,956 

運賃・荷造梱包費 419,035 

従業員給料・賞与 769,680 

賞与引当金繰入額 27,472 

退職給付引当金繰入額 148,369 

減価償却費 86,074 

    

※３．前期損益修正益の内容 ――――― ※３．前期損益修正益の内容 

建物土地売却原価修正   13,910千円  建物土地売却原価修正  13,910千円

※４．固定資産売却益の内容 ※４．固定資産売却益の内容 ※４．固定資産売却益の内容 

建物及び構築物    1,180千円

その他       274 

  計 1,455 

借地権付建物及び構築

物 

900,813千円

その他 1,550 

  計 902,363 

建物及び構築物  1,180千円

その他        280 

  計 1,461 

※５．固定資産売却損の内容     ※５．固定資産売却損の内容     ※５．固定資産売却損の内容     

機械装置及び運搬具    1,603千円

その他      25 

  計 1,628 

建物及び構築物     586千円

機械装置及び運搬具  378 

土地  214 

その他  283 

  計 1,462 

機械装置及び運搬具 1,767千円

その他   27 

  計 1,795 

 

（連22）



（中間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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 （注）普通株式の自己株式の増加600株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

  

（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） 

――――― ※６．固定資産除却損の内容 ※６．固定資産除却損の内容 

 建物及び構築物  6,907千円

機械装置及び運搬具   129 

その他   596 

原状回復費用   9,276 

  計 16,910 

機械装置及び運搬具  189千円

その他      397 

  計 587 

株式の種類  

前連結会計 

年度末株式数

（株） 

当期増加株式数

（株） 

当期減少株式数

（株） 

当中間連結会計 

期間末株式数

（株） 

摘要 

 発行済株式        

 普通株式  18,275,000 － － 18,275,000   

 優先株式 5,000,000 － － 5,000,000   

 合計 23,275,000 － － 23,275,000   

 自己株式           

 普通株式 26,484 600 － 27,084  （注） 

 合計 26,484 600 － 27,084   

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） 

※ 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 

現金及び預金勘定  2,360,239千円

預入期間が３カ月を超え

る定期預金 
△193,680 

現金及び現金同等物 2,166,559 

現金及び預金勘定 2,670,033千円

預入期間が３カ月を超え

る定期預金 
△194,602 

現金及び現金同等物 2,475,430 

現金及び預金勘定 2,772,070千円

預入期間が３カ月を超え

る定期預金 
△198,066 

現金及び現金同等物 2,574,003 

（連23）



① リース取引 

② 有価証券 

（前中間連結会計期間末） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

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．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 

１．リース物件の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中間期末残高相当

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中間期末残高相当

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）

中間期
末残高
相当額 
（千円） 

機械装置及び
運搬具 

55,378 30,405 24,972 

工具器具及び
備品 

146,301 76,482 69,819 

ソフトウェア 78,850 35,261 43,589 

合計 280,530 142,149 138,380 

  

取得価
額相当
額 
（千円）

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

中間期
末残高
相当額 
（千円）

機械装置及び
運搬具 

53,700 34,898 18,801

工具器具及び
備品 

144,966 88,958 56,007

ソフトウェア 84,493 51,922 32,571

合計 283,160 175,779 107,380

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

期末残
高相当
額 
（千円）

機械装置及び
運搬具 

53,700 29,528 24,171

工具器具及び
備品 

144,158 78,392 65,766

ソフトウェア 84,493 43,260 41,232

合計 282,352 151,181 131,170

(2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料中間期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額 

１年以内     53,739千円

１年超 89,328 

合計 143,067 

１年以内 49,077千円

１年超 62,545 

合計 111,622 

１年以内     55,178千円

１年超 80,628 

合計 135,807 

(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 

(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      31,956千円

減価償却費相当額 29,354 

支払利息相当額 2,643 

支払リース料   31,062千円

減価償却費相当額 28,597 

支払利息相当額 2,069 

支払リース料 62,813千円

減価償却費相当額 57,782 

支払利息相当額 5,051 

(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、残存価格

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 

同左 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(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 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

――――― 

２．オペレーティング・リース取引 

――――― 

２．オペレーティング・リース取引 

――――― 

  前中間連結会計期間末（平成17年７月31日現在） 

  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 80,935 123,268 42,333

合計 80,935 123,268 42,333

（連24）



２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（当中間連結会計期間末） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

（前連結会計年度末） 

有価証券 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

２．時価評価されていない有価証券の主な内容 

  前中間連結会計期間末（平成17年７月31日現在） 

  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 13,478 

合計 13,478 

  当中間連結会計期間末（平成18年７月31日現在） 

  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 38,657 48,891 10,233

合計 38,657 48,891 10,233

  当中間連結会計期間末（平成18年７月31日現在） 

  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 13,478 

合計 13,478 

  前連結会計年度（平成18年１月31日現在） 

  取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額 

（千円） 差額（千円） 

株式 25,582 47,764 22,182

合計 25,582 47,764 22,182

  前連結会計年度（平成18年１月31日現在） 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式 13,478 

合計 13,478 

（連25）



③ デリバティブ取引 

（前中間連結会計期間） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

（当中間連結会計期間） 

 デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益の状況 

  

（前連結会計年度） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので該当事項はありません。 

④ 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） 

 衣料品のみの単一セグメントであり、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） 

 衣料品のみの単一セグメントであり、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） 

 衣料品のみの単一セグメントであり、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額に占める日本の割合が、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額に占める日本の割合が、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額に占める日本の割合が、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、連結売上高の10％未満のため、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、連結売上高の10％未満のため、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、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

対象物の種類 取引の種類 契約額等 (千円) 時価 (千円) 評価損益 (千円) 

通貨  為替予約取引 125,002 126,609 1,607 

合計 125,002 126,609 1,607 

（連26）



（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間（当期）純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

区分 
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   △76円59銭     △65円14銭 △76円25銭 

１株当たり中間(当期）
純利益 

  3円06銭    11円71銭    2円91銭 

潜在株式調整後１株当た
り中間（当期）純利益 

  2円37銭 

  

当中間連結会計期間の1株当

たり純資産額は、優先株式

の発行価額2,500,000千円を

控除した、普通株式に係る

中間期末の純資産額を普通

株式の中間期末発行済株式

総数（自己株式を控除した

株式数）で除して算出して

おります。 

   8円52銭 

  

当中間連結会計期間の1株当

たり純資産額は、優先株式

の発行価額2,500,000千円を

控除した、普通株式に係る

中間期末の純資産額を普通

株式の中間期末発行済株式

総数（自己株式を控除した

株式数）で除して算出して

おります。 

  

（追加情報） 

 当中間連結会計期間か

ら、改正後の「１株当たり

当期純利益に関する会計基

準」（企業会計基準委員会 

最終改正平成18年１月31日 

企業会計基準第２号）及び

「１株当たり当期純利益に

関する会計基準の適用指

針」（企業会計基準委員会 

最終改正平成18年１月31日 

企業会計基準適用指針第４

号）を適用しております。 

 これによる影響はありま

せん。 

   2円15銭 

  

当連結会計年度の1株当たり

純資産額は、優先株式の発

行価額2,500,000千円を控除

した、普通株式に係る期末

の純資産額を普通株式の期

末発行済株式総数（自己株

式を控除した株式数）で除

して算出しております。 

  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 

中間（当期）純利益（千円） 55,864 213,710 53,625 

普通株主に帰属しない金額（千円）       －       － 509 

 （うち福利基金）       －       －   (509) 

普通株式に係る中間（当期）純利益

（千円） 
55,864 213,710 53,116 

普通株式の期中平均株式数（株） 18,249,613 18,248,216 18,249,193 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に用いられた中間

（当期）純利益調整額（千円） 

       －        －        － 

潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益の算定に用いられた普通

株式増加数（株） 

第一回優先株式 

第二回優先株式 

  

  

  

2,500,000 

2,857,142 

  

  

  

3,979,835 

2,857,142 

  

  

  

3,636,443 

2,857,142 

（連27）



（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） 

（重要な後発事象） 

 ＣＨＯＹＡ株式会社は、平成17年

９月22日開催の取締役会において、

「チェスター・バリー」ブランドの

商標権一部譲受契約について決議い

たしました。 

（契約の内容） 

CHESTER BARRIE商標の50％を譲受

け、伊藤忠商事株式会社との共有と

する。 

（契約の相手先） 

伊藤忠商事株式会社 

（契約金額） 

180,000千円 

（目  的）   

経営方針の一環である「ブランド集

約化と自社ブランドの強化」および

日本国内における当社のドレスシャ

ツ・カジュアルウェア市場の拡大  

――――― ――――― 

（連28）



７．生産、受注及び販売の状況 
(1）生産実績 

 当中間連結会計期間の生産実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は製造原価によっております。 

    ２．前中間連結会計期間はレディースウェアの生産を一時中止しておりました。 

３．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(2）商品仕入実績 

 当中間連結会計期間の商品仕入実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．メンズスーツ等およびレディースウェアの仕入は、一時中止しております。 

    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(3）受注状況 

 メンズスーツ等部門を中心に一部ＯＥＭによる受注生産を行っております。当中間連結会計期間の受注状況を部

門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）１．金額は販売価格によっております。 

    ２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

部門 
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） 

前年同期比（％） 

ドレスシャツ（千円） 1,687,739 △0.7 

カジュアルウェア（千円） 131,371 39.8 

メンズスーツ等（千円） 185,837 4.3 

レディースウェア（千円） 1,667 － 

合計（千円） 2,006,616 1.8 

部門 
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） 

前年同期比（％） 

ドレスシャツ（千円） 1,803,506 22.0 

カジュアルウェア（千円） 28,396 △54.3 

合計（千円） 1,831,903 18.9 

部門 受注高 前年同期比（％） 受注残高 前年同期比（％） 

ドレスシャツ（千円） 78,560 118.8 － － 

メンズスーツ等（千円） 202,841 21.0 － － 

合計（千円） 281,402 38.2 － － 

（連29）



(4）販売実績 

 当中間連結会計期間の販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。 

 （注）上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

部門 
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） 

前年同期比（％） 

ドレスシャツ（千円） 5,821,373 △0.2 

カジュアルウェア（千円） 166,279 △4.4 

メンズスーツ等（千円） 202,842 21.0 

レディースウェア（千円） 3,663 △28.7 

合計（千円） 6,194,157 0.3 

（連30）


