
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） 

３．配当状況 

※ 業績予想につきましては、本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであります。 

実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは異なる結果となる可能性があります。 

平成19年１月期 個別中間財務諸表の概要 
平成18年９月22日

会社名 ＣＨＯＹＡ株式会社 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ

コード番号 3592 本社所在都道府県 東京都 

(URL http://www.choyashirt.com/) 

代表者 役職名 取締役社長

  氏名 田中 秀幸

問い合わせ先 責任者役職名 取締役管理本部長

  氏名 日岐 晋三 ＴＥＬ （03）3662－2281 

決算取締役会開催日 平成18年９月22日 配当支払開始予定日     － 

単元株制度採用の有無 有（１単元 1,000株）   

(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 4,429 ( △0.3) 27 (△46.1) 32 (△45.5)

17年７月中間期 4,442 ( △5.0) 51 ( － ) 59 ( － )

18年１月期 8,721 (  8.2) 29 ( － ) 47 ( － )

  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 △18 ( － ) △1 04

17年７月中間期 62 (△74.5) 3 40

18年１月期 80 ( － ) 4 39

（注）①期中平均株式数 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

  ②
会計処理の方法の

変更 
無 

  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、対前年中間期比（18年１月

期は対前年比）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 9,754 1,171 12.0 △72 81

17年７月中間期 9,644 1,175 12.2 △72 58

18年１月期 9,817 1,196 12.2 △71 41

（注）①期末発行済株式数 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

  ②期末自己株式数 18年７月中間期 27,084株 17年７月中間期 25,387株 18年１月期 26,484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 8,780   120 260

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 14円25銭 

・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 0.00 0.00 0.00

19年１月期（実績） 0.00 － －

19年１月期（予想） － 0.00 0.00

（個1）



個別中間財務諸表等 
(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） 

前事業年度末の 

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 1,985,592     1,570,074     2,185,829     

２．受取手形 ※５ 397,825     367,915     273,337     

３．売掛金   1,734,710     2,081,695     1,663,699     

４．たな卸資産   2,228,819     2,367,369     2,262,870     

５．その他   297,848     286,034     438,151     

６．貸倒引当金   △1,586     △1,795     △1,554     

流動資産合計     6,643,210 68.9   6,671,294 68.4   6,822,333 69.5 

Ⅱ 固定資産                     

１．有形固定資産 ※１                   

(1）建物 ※２ 550,982     525,146     536,980     

(2）土地 ※２ 278,762     278,587     278,762     

(3）その他   33,257     30,868     29,663     

有形固定資産合

計 
  863,002     834,602     845,407     

２．無形固定資産   55,514     216,642     224,032     

３．投資その他の資 

    産 
                    

(1) 投資有価証券  72,460     58,531     58,051     

(2）関係会社株式   976,250     1,126,250     976,250     

(3）関係会社長期 

    貸付金 
  695,000     705,000     562,500     

(4）差入保証金   288,189     111,004     289,401     

(5）その他   275,944     268,938     273,396     

(6）貸倒引当金   △17,572     △17,330     △17,230     

(7）投資損失引当 

    金 
  △235,750     △229,500     △235,750     

投資その他の資

産合計 
  2,054,521     2,022,893     1,906,618     

固定資産合計     2,973,038 30.8   3,074,139 31.5   2,976,057 30.3 

Ⅲ 繰延資産     28,463 0.3   9,487 0.1   18,975 0.2 

資産合計     9,644,712 100.0   9,754,921 100.0   9,817,366 100.0 

                      

 

（個2）



    
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 ※５ 743,914     264,253     786,697     

２．買掛金   883,285     1,714,812     1,139,063     

３．短期借入金 ※２ 4,990,000     4,765,000     4,960,000     

４．一年以内返済予

定の長期借入金 
※２ 142,000     －     52,000     

５．未払金   323,326     394,427     279,927     

６．未払法人税等   10,911     14,309     21,798     

７．未払消費税等 ※３ 52,932     19,417     59,234     

８．賞与引当金   12,203     22,345     26,376     

９．返品調整引当金   294,561     286,264     222,950     

10．その他   107,653     130,744     122,612     

流動負債合計     7,560,787 78.4   7,611,573 78.0   7,670,661 78.1 

Ⅱ 固定負債                     

１．繰延税金負債   5,798     4,178     8,568     

２．退職給付引当金   902,705     967,771     941,254     

固定負債合計     908,504 9.4   971,949 9.9   949,823 9.7 

負債合計     8,469,292 87.8   8,583,523 87.9   8,620,484 87.8 

                      

（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     4,594,441 47.6   －     4,594,441 46.8 

Ⅱ 利益剰余金                     

中間（当期）未

処理損失 
  3,414,194     －     3,396,243     

利益剰余金合計     △3,414,194 △35.4   － －   △3,396,243 △34.6 

Ⅲ その他有価証券評

価差額金 
    8,449 0.1   － －   12,484 0.1 

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

資本合計     1,175,420 12.2   － －   1,196,881 12.2 

負債・資本合計     9,644,712 100.0   － －   9,817,366 100.0 

                      

 

（個3）



    
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    － －  4,594,441 47.1  － － 

２．利益剰余金                  

  その他利益剰余金                    

   繰越利益剰余金   －     △3,415,135     －     

  利益剰余金合計    － －  △3,415,135 △35.0  － － 

３．自己株式    － －  △13,995 △0.1  － － 

株主資本合計    － －  1,165,309 12.0  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等                  

  その他有価証券評価
差額金 

   － －   6,087    － － 

 評価・換算差額等合計    － －  6,087 0.1  － － 

純資産合計    － －  1,171,397 12.1  － － 

負債純資産合計    － －  9,754,921 100.0  － － 

           

（個4）



(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     4,442,431 100.0   4,429,455 100.0   8,721,844 100.0 

Ⅱ 売上原価     2,711,477 61.1   2,658,704 60.0   5,316,707 61.0 

売上総利益     1,730,953 38.9   1,770,750 40.0   3,405,137 39.0 

Ⅲ 販売費及び一般管理費     1,679,873 37.8   1,743,223 39.4   3,375,561 38.7 

営業利益     51,080 1.1   27,527 0.6   29,576 0.3 

Ⅳ 営業外収益 ※１   70,339 1.6   64,253 1.4   138,172 1.6 

Ⅴ 営業外費用 ※２   62,050 1.4   59,451 1.3   119,970 1.4 

経常利益     59,369 1.3   32,330 0.7   47,778 0.5 

Ⅵ 特別利益 ※３   8,420 0.2   6,250 0.1   43,035 0.5 

Ⅶ 特別損失 ※４   1,341 0.0   52,605 1.1   1,750 0.0 

税引前中間（当

期）純利益又は税

引前中間純損失

（△） 

    66,448 1.5   △14,025 △0.3   89,064 1.0 

法人税、住民税及

び事業税 
    4,366 0.1   4,866 0.1   9,031 0.1 

中間（当期）純利

益又は中間純損失

（△） 

    62,081 1.4   △18,892 △0.4   80,032 0.9 

前期繰越損失     3,476,276     －     3,476,276   

中間（当期）未処

理損失 
    3,414,194     －     3,396,243   

                      

（個5）



(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月７月31日） 

 

株主資本 
評価・換算差額
等  

  
資本金 

利益剰余金 
  

自己株式 
  

株主資本合計 

 
その他有価証券
評価差額金 

 純資産合計

   
その他   
利益剰余金 

      

   繰越利益剰余金       

平成18年１月31日残高（千円） 

  
4,594,441 △3,396,243 △13,800 1,184,396 12,484 1,196,881 

中間会計期間中の変動額       

中間純損失（△）（千円）   △18,892   △18,892   △18,892 

自己株式の取得（千円）     △194 △194   △194 

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額） 

（千円） 

        △6,397 △6,397 

中間会計期間中の変動額合計 

（千円） 
  △18,892 △194 △19,086 △6,397 △25,483 

平成18年７月31日残高（千円） 

  
4,594,441 △3,415,135 △13,995 1,165,309 6,087 1,171,397 

（個6）



中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

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 

子会社株式 

移動平均法による原価法 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

１．資産の評価基準及び評価方法 

(1）有価証券 

子会社株式 

同左 

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） 

その他有価証券 

時価のあるもの 

同左 

その他有価証券 

時価のあるもの 

決算日の市場価格等に基

づく時価法 

（評価差額は全部資本直

入法により処理し、売却

原価は移動平均法により

算定） 

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 

時価法 
――――― 

(3）たな卸資産 

製品及び商品、仕掛品 

総平均法による原価法 

(3）たな卸資産 

製品及び商品、仕掛品 

同左 

(3）たな卸資産 

製品及び商品、仕掛品 

同左 

原材料、貯蔵品 

先入先出法による原価法 

原材料、貯蔵品 

同左 

原材料、貯蔵品 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

定率法を採用しております。 

ただし、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。 

建物       ３～50年 

機械及び装置   ７年 

工具器具及び備品 ２～20年 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

同左 

２．固定資産の減価償却の方法 

(1）有形固定資産 

同左 

(2）無形固定資産 

定額法を採用しております。 

なお、自社利用のソフトウェ

アについて、社内における見

込利用可能期間（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。 

(3）長期前払費用 

同左 

(3）長期前払費用 

同左 

(4）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。 

(4）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。 

(4）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。 

 

（個7）



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。 

３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

３．引当金の計上基準 

(1）貸倒引当金 

同左 

(2）投資損失引当金 

子会社への投資に対する損失

に備えるため、当該子会社の

資産内容等を勘案して計上し

ております。 

(2）投資損失引当金 

同左 

(2）投資損失引当金 

同左 

(3）賞与引当金 

従業員の賞与の支給に備える

ため、賞与支給見込額のうち

当中間会計期間負担額を計上

しております。 

(3）賞与引当金 

同左 

(3）賞与引当金 

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

当事業年度に帰属する額を計

上しております。 

(4）返品調整引当金 

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。 

(4）返品調整引当金 

同左 

(4）返品調整引当金 

同左 

(5）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

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

る定額法により費用処理して

おります。 

数理計算上の差異は、各事業

年度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

れ発生の翌事業年度から費用

処理することとしておりま

す。 

(5）退職給付引当金 

同左 

(5）退職給付引当金 

従業員の退職給付に備えるた

め、当事業年度末における退

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

る定額法により費用処理して

おります。 

数理計算上の差異は、各事業

年度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

れ発生の翌事業年度から費用

処理することとしておりま

す。 
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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） 

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、決算日

の直物為替相場により、円貨に

換算しております。 

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。 

５．リース取引の処理方法 

同左 

５．リース取引の処理方法 

同左 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

消費税及び地方消費税の会計処

理は、税抜方式によっておりま

す。 

６．その他中間財務諸表作成のため

の基本となる重要な事項 

同左 

６．その他財務諸表作成のための基

本となる重要な事項 

同左 
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会計処理の変更 

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） 

――――― 
 （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1,171,397千円であります。 

 なお、中間財務諸表等規則によ

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。  

――――― 

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

（「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日に終了する前事業年度

に係る財務諸表から適用できること

になったことに伴い、前事業年度か

ら同会計基準および同適用指針を適

用しております。 

―――――  ―――――  

―――――  ―――――   平成18年１月20日開催の当社取締

役会並びに当社の子会社である永田

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。
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注記事項 

（中間貸借対照表関係） 

（中間損益計算書関係） 

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 
       861,051千円             879,046千円                 882,599千円

※２．担保資産 短期借入金950,000千円及び一年以

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950,000千円の担保に供

している資産 

短期借入金950,000千円の担保に供

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    521,573千円

土地 270,697 

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 494,630千円

土地      270,697 

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 507,767千円

土地      207,697 

※３．未払消費税等 仮払消費税等と仮受消費税等は相

殺のうえ未払消費税等として表示

しております。 

同左 同左 

 ４．偶発債務 関係会社の借入金に対する保証債

務 

高山ＣＨＯＹＡソーイング㈱ 

       85,000千円 

関係会社の借入金に対する保証債

務 

高山ＣＨＯＹＡソーイング㈱ 

             35,000千円 

関係会社の借入金に対する保証債

務 

高山ＣＨＯＹＡソーイング㈱ 

              95,000千円 

  ＣＨＯＹＡタケナカ㈱ 

 210,000   

  

      

ＣＨＯＹＡタケナカ㈱ 

              200,000 

※５．中間期末（期末）日満

期手形の会計処理 

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、次のとおり

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 19,909千円

支払手形  11,987 

    ―――――      ―――――  

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．営業外収益の主要項目       

受取利息 

受取配当金 

受取賃料 

     6,936千円 

   3,399 

      28,202 

         7,099千円 

         3,016 

           28,484 

          14,335千円 

          3,656 

           56,404 

※２．営業外費用の主要項目       

支払利息       44,575千円             37,947千円              85,143千円 

※３．特別利益の主要項目       

 投資損失引当金戻入 ―――――              6,250千円 ―――――  

 固定資産売却益 ―――――  ―――――  建物  1,180千円

土地   209 

  計 1,390 
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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） 

 （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。 

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） 

※４．特別損失の主要項目       

 固定資産売却損 ―――――  建物  63千円

土地 40 

その他  2 

  計 106 

―――――  

 固定資産除却損 ―――――  建物  6,511千円

その他  1,122 

原状回復費

用 

9,276 

  計 16,910 

機械及び装

置 

 11千円

工具器具及

び備品 

397 

  計 408 

 特別退職金 ――――― 32,349千円 ―――――  

 長期前払費用一括償却 ――――― 3,238千円 ―――――  

  ５．減価償却実施額       

有形固定資産 

無形固定資産 

      19,501千円 

      8,540 

            19,056千円 

           16,768 

          42,623千円 

            22,068 

株式の種類  

前事業 

年度末株式数

（株） 

当期増加株式数

（株） 

当期減少株式数

（株） 

当中間会計 

期間末株式数

（株） 

摘要 

 自己株式       

 普通株式 26,484 600 － 27,084  （注） 

 合計 26,484 600 － 27,084   
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① リース取引 

② 有価証券 

 前中間会計期間、当中間会計期間及び前事業年度のいずれにおいても子会社株式で時価のあるものはありませ

ん。 

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．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 

  

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）

機械及
び装置 

52,628 27,770 24,857

工具器
具及び
備品 

142,469 73,608 68,861

ソフト
ウェア 

78,850 35,261 43,589

合計 273,948 136,640 137,308

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 

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）

機械及
び装置

53,700 34,898 18,801

工具器
具及び
備品 

139,044 85,097 53,946

ソフト
ウェア

78,384 50,904 27,480

合計 271,128 170,900 100,228

１．リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額及び期末

残高相当額 

取得価
額相当
額 
（千円） 

減価償
却累計
額相当
額 
（千円）

期末残
高相当
額 
（千円）

機械及
び装置 

53,700 29,528 24,171

工具器
具及び
備品 

138,236 75,060 63,176

ソフト
ウェア 

78,384 42,853 35,530

合計 270,320 147,441 122,878

  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    52,917千円

１年超 88,968 

合計 141,885 

１年以内    47,129千円

１年超 57,223 

合計 104,353 

１年以内 52,900千円

１年超 74,507 

合計 127,408 

  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  29,919千円

減価償却費相当額 27,579 

支払利息相当額 2,595 

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 29,820千円

減価償却費相当額 27,458 

支払利息相当額 1,956 

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 59,699千円

減価償却費相当額 55,027 

支払利息相当額 4,910 

  ４．減価償却費相当額の算定方法 

リース期間を耐用年数とし、残

存価額を零とする定額法によっ

ております。 

４．減価償却費相当額の算定方法 

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 
―――――  ―――――  ――――― 
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（１株当たり情報） 

  
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） 

１株当たり純資産額   △72円58銭   △72円81銭   △71円41銭 

１株当たり中間（当期）純
利益又は１株当たり中間純
損失（△） 

  3円40銭    △1円04銭 4円39銭 

潜在株式調整後１株当たり
中間（当期）純利益 

  2円63銭 潜在株式は存在するものの

１株当たり中間純損失であ

るため記載しておりませ

ん。 

3円23銭 

    

当中間会計期間の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。 

  

当中間会計期間の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。 

  

当事業年度の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。 
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 （注） １株当たり中間（当期）純利益又は中間純損失（△）金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 

  前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度 

中間（当期）純利益又は中間純損失

（△）（千円） 
62,081 △18,892 80,032 

普通株主に帰属しない金額（千円）        －        －        － 

普通株式に係る中間（当期）純利益

又は中間純損失（△）（千円） 
62,081 △18,892 80,032 

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 

  

  

  

－ 

－ 

  

  

  

3,636,443 

2,857,142 

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（当期）純

利益の算定に含まれなかった潜在株

式の概要 

         － 

第一回優先株式 

（額面総額1,500百万円） 

第二回優先株式 

（額面総額1,000百万円） 

  

         － 

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） 

（重要な後発事象） 

 当社は、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  

―――――  ―――――  
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