
平成19年１月期 個別中間財務諸表の概要
(財)財務会計基準機構会員

 
平成18年９月26日  

上場会社名 株式会社　ナイガイ 上場取引所 東

コード番号 8013 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.naigai.co.jp/)

代　　表　　者　役職名 取締役社長 氏名　林　　勇 二

問合せ先責任者　役職名 取締役スタッフ担当 氏名　油 利 隆 文 ＴＥＬ　（03）　5822－3810

決算取締役会開催日 平成18年９月26日 中間配当制度の有無 無

単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000株）   

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 13,175 △1.5 △670 － △607 －

17年７月中間期 13,374 △3.8 △298 － △127 －

18年１月期 28,312 △221 13

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 △472 － △6 37

17年７月中間期 △1,512 － △20 39

18年１月期 2,963 39 95

（注）①期中平均株式数 18年７月中間期 74,151,717株 17年７月中間期 74,182,102株 18年１月期 74,173,536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 27,519 13,796 50.1 186 07

17年７月中間期 23,957 9,132 38.1 123 12

18年１月期 30,780 14,736 47.9 198 71

（注）①期末発行済株式数 18年７月中間期 74,146,247株 17年７月中間期 74,175,286株 18年１月期 74,157,830株

②期末自己株式数 18年７月中間期 4,135,568株 17年７月中間期 4,106,529株 18年１月期 4,123,985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 29,000 0 100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　１円35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 0.00 0.00 0.00

19年１月期（実績） 0.00 －
0.00

19年１月期（予想） － 0.00

※　上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んで

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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６．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
要約貸借対照表

（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（資産の部）           

Ⅰ　流動資産           

１　現金及び預金 ※２ 5,679   8,997   11,866   

２　受取手形 ※５ 616   475   788   

３　売掛金  4,559   3,883   4,542   

４　たな卸資産  3,209   3,165   2,971   

５　立替金 ※３ 2,945   1,830   2,534   

６　その他  1,398   948   852   

貸倒引当金  △2,673   △1,100   △1,853   

流動資産合計   15,734 65.7  18,201 66.1  21,702 70.5

Ⅱ　固定資産           

(1）有形固定資産 ※１          

１　建物  899   352   464   

２　土地  1,040   216   449   

３　その他  268   284   292   

有形固定資産合
計

 2,209   853   1,206   

(2）無形固定資産  123   89   106   

(3）投資その他の資
産

          

１　投資有価証券 ※４ 3,226   5,400   5,059   

２　関係会社株式  2,373   2,373   2,373   

３　関係会社長期
貸付金

 －   3,776   2,981   

４　その他  1,475   977   735   

子会社投資損
失引当金

 △991   △991   △991   

貸倒引当金  △194   △3,161   △2,394   

投資その他の資
産合計

 5,890   8,376   7,764   

固定資産合計   8,222 34.3  9,318 33.9  9,077 29.5

資産合計   23,957 100.0  27,519 100.0  30,780 100.0
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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
要約貸借対照表

（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

(負債の部)           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形  4,050   3,951   4,536   

２　買掛金  872   840   1,075   

３　未払法人税等  33   34   91   

４　立替支払手形 ※３ 2,601   1,589   2,226   

５　預り担保金 ※４ 2,190   3,050   3,449   

６　返品調整引当金  242   245   252   

７　賞与引当金  85   76   67   

８　その他  890   695   893   

流動負債合計   10,965 45.8  10,482 38.1  12,591 40.9

Ⅱ　固定負債           

１　退職給付引当金  3,236   2,267   2,168   

２　役員退職慰労引
当金

 42   －   －   

３　繰延税金負債  569   961   1,272   

４　その他  11   11   10   

固定負債合計   3,860 16.1  3,240 11.8  3,452 11.2

負債合計   14,825 61.9  13,723 49.9  16,044 52.1

(資本の部)           

Ⅰ　資本金   7,592 31.7  － －  7,592 24.7

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  1,898   －   1,898   

２　その他資本剰余
金

 5,035   －   5,035   

資本剰余金合計   6,933 28.9  － －  6,933 22.5

Ⅲ　利益剰余金           

中間(当期)未処
理損失

 6,074   －   1,598   

利益剰余金合計   △6,074 △25.4  － －  △1,598 △5.2

Ⅳ　その他有価証券評
価差額金

  1,122 4.7  － －  2,252 7.3

Ⅴ　自己株式   △441 △1.8  － －  △444 △1.4

資本合計   9,132 38.1  － －  14,736 47.9

負債資本合計   23,957 100.0  － －  30,780 100.0
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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）

前事業年度要約貸借対照表
（平成18年１月31日）

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１　資本金  － － 7,592 27.5 － －

２　資本剰余金  

(1）資本準備金  － 1,898 －

(2）その他資本剰
余金

 － 5,035 －

資本剰余金合計  － － 6,933 25.2 － －

３　利益剰余金  

(1）その他利益剰
余金

    

繰越利益剰余
金

 － △2,070 －

利益剰余金合計  － － △2,070 △7.5 － －

４　自己株式  － － △446 △1.6 － －

株主資本合計  － － 12,008 43.6 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１　その他有価証券評
価差額金

 － － 1,787 6.5 － －

評価・換算差額等合
計

 － － 1,787 6.5 － －

純資産合計  － － 13,796 50.1 － －

負債純資産合計  － － 27,519 100.0 － －
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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
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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高   13,374 100.0  13,175 100.0  28,312 100.0

Ⅱ　売上原価   8,924 66.7  8,874 67.4  19,098 67.5

売上総利益   4,450 33.3  4,301 32.6  9,214 32.5

Ⅲ　販売費及び一般管
理費

  4,748 35.5  4,972 37.7  9,436 33.3

営業損失   298 △2.2  670 △5.1  221 △0.8

Ⅳ　営業外収益           

１　受取利息  18   37   44   

２　固定資産貸与料  222   200   438   

３　その他  196 437 3.2 117 355 2.7 307 790 2.8

Ⅴ　営業外費用           

１　支払利息  9   11   23   

２　固定資産貸与経
費

 193   199   381   

３　その他  64 266 2.0 81 291 2.2 150 555 2.0

経常利益または
経常損失（△）

  △127 △1.0  △607 △4.6  13 0.0

Ⅵ　特別利益 ※１  36 0.3  407 3.1  6,786 24.0

Ⅶ　特別損失 ※2,4  1,410 10.5  260 2.0  3,814 13.5

税引前当期純利
益または税引前
中間純損失
（△）

  △1,501 △11.2  △460 △3.5  2,985 10.5

法人税、住民税
及び事業税

  10 0.1  12 0.1  22 0.0

当期純利益また
は中間純損失
（△）

  △1,512 △11.3  △472 △3.6  2,963 10.5

前期繰越損失   4,561   －   4,561  

中間（当期）未
処理損失

  6,074   －   1,598  
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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）

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
資本準備金

その他資本
剰余金

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

（百万円）
7,592 1,898 5,035 6,933 △1,598 △1,598 △444 12,483

中間会計期間中の変動額

中間純損失（△）     △472 △472  △472

自己株式の取得       △1 △1

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

（百万円）
－ － － － △472 △472 △1 △474

平成18年７月31日　残高

（百万円）
7,592 1,898 5,035 6,933 △2,070 △2,070 △446 12,008

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評

価差額金
評価・換算差額等

合計

平成18年１月31日　残高

（百万円）
2,252 2,252 14,736

中間会計期間中の変動額

中間純損失   △472

自己株式の取得   △1

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△464 △464 △464

中間会計期間中の変動額合計

（百万円）
△464 △464 △939

平成18年７月31日　残高

（百万円）
1,787 1,787 13,796
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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

子会社株式及び関連会社株式

……移動平均法による原価法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

左に同じ。

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

左に同じ。

 その他有価証券

時価のあるもの

……中間決算末日の市場価格

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）

その他有価証券

時価のあるもの

……中間決算末日の市場価格

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）

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

左に同じ。

時価のないもの

左に同じ。

 (2）デリバティブ

……時価法

(2）デリバティブ

左に同じ。

(2）デリバティブ

左に同じ。

 (3）たな卸資産

商品……最終仕入原価法による

低価法

原材料…移動平均法による低価

法

貯蔵品…同上

(3）たな卸資産

左に同じ。

(3）たな卸資産

左に同じ。

２　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降

取得の建物（建物附属設備を除

く。）については定額法

なお、主な資産の耐用年数は以

下のとおりであります。

(1）有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降

取得の建物（建物附属設備を除

く。）については定額法

なお、主な資産の耐用年数は以

下のとおりであります。

(1）有形固定資産

定率法

ただし、平成10年４月１日以降

取得の建物（建物附属設備を除

く。）については定額法

なお、主な資産の耐用年数は以

下のとおりであります。

 建物 ３年～50年 建物 ３年～47年 建物 ３年～50年

 (2）無形固定資産

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（５

年）に基づく定額法

(2）無形固定資産

自社利用のソフトウェア

左に同じ。

(2）無形固定資産

自社利用のソフトウェア

左に同じ。

 その他の無形固定資産

定額法

その他の無形固定資産

左に同じ。

その他の無形固定資産

左に同じ。

 (3）長期前払費用

均等償却方法

(3）長期前払費用

左に同じ。

(3）長期前払費用

左に同じ。

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

て、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、回収不能見込

額を計上しております。

(1）貸倒引当金

左に同じ。

(1）貸倒引当金

左に同じ。
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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）

 (2）返品調整引当金

返品による損失に備えて、内需

取引にかかわる全商品について

法人税法の規定と同一の計算方

法による限度相当額に、中間会

計期間末直前の返品の状況を勘

案した金額を加算して計上して

おります。

(2）返品調整引当金

返品による損失に備えるため、

返品見込額の売買利益相当額を

計上しております。

（追加情報）

　従来、返品調整引当金につい

ては、法人税法の規定と同一の

計算方法による限度相当額に、

中間会計期間末直前の見積り額

を勘案して計上しておりました

が、中間会計期間末直前の返品

見込額が継続して法人税法の規

定による限度相当額を上回る状

況であることに加え、返品見込

額の精度が高くなったため、当

中間会計期間より、返品見込額

の売買利益相当額を計上してお

ります。なお、これによる影響

額はありません。

(2）返品調整引当金

返品による損失に備えて、内需

取引にかかわる全商品について

法人税法の規定と同一の計算方

法による限度相当額に、期末直

前の返品の状況を勘案した金額

を加算して計上しております。

 (3）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備

えて、将来の支給見込額のうち

当中間会計期間の負担額を計上

しております。

(3）賞与引当金

左に同じ。

(3）賞与引当金

従業員に対する賞与の支給に備

えて、将来の支給見込額のうち

当期の負担額を計上しておりま

す。

 (4）退職給付引当金

従業員に対する退職給付に備え

て、当事業年度末における退職

給付債務の見込額に基づき、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、子会社への転籍者に係る

未精算残高も含めて表示してお

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（11年）による定

額法による按分額を費用処理し

ております。また、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（11年）による定額法に

よる按分額を翌事業年度から費

用処理しております。

(4）退職給付引当金

左に同じ。

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えて、当

期末における退職給付債務の見

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。

なお、子会社への転籍者に係る

未精算残高も含めて表示してお

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（11年）による定

額法による按分額を費用処理し

ております。また、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（11年）による定額法に

よる按分額を翌事業年度から費

用処理しております。

 (5）役員退職慰労引当金

役員の退任による退職慰労金の

支払に備えて、会社内規による

中間会計期間末要支払額を計上

しております。

なお、役員退職慰労金制度は、

平成17年2月1日付で廃止され

ており、計上額は過去分の要支

払額となっております。

(5）　　　─────

 

(5）役員退職慰労引当金

役員の退任による退職慰労金の

支払に備えて、会社内規による

期末要支払額を計上しておりま

す。

なお、役員退職慰労金制度は、

平成17年2月1日付で廃止され

ており、計上額は過去分の要支

払額となっております。

 (6）子会社投資損失引当金

子会社に対する投資等の損失に

備えて、子会社の財政状態等を

勘案し、個別検討による必要額

を計上しております。

(6）子会社投資損失引当金

左に同じ。

(6）子会社投資損失引当金

左に同じ。
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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）

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。

左に同じ。 外貨建金銭債権債務は、決算日の直

物為替相場により円貨に換算し、換

算差額は損益として処理しておりま

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

の賃貸借取引にかかわる方法に準じ

た会計処理によっております。

左に同じ。 左に同じ。

６　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

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。なお、

仮受消費税等と仮払消費税等は相

殺し、その差額を流動負債の「そ

の他」に含めて表示しております。

消費税等の会計処理

左に同じ。

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

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

準適用指針第６号　平成15年10月31

日）を適用しております。これにより

税引前中間純損失は203百万円増加して

おります。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間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」

（企業会計基準適用指針第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13,796百万円であります。

　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。
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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）

────── （中間貸借対照表）

従来、投資その他の資産のその他に含めて表示していた関

係会社長期貸付金は、資産総額の百分の五を超えたため区

分掲記しております。

なお、前中間会計期間末の投資その他の資産のその他に含

まれている関係会社長期貸付金は797百万円であります。

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　有形固定資産の減価償

却累計額

　 　2,439百万円 　 　     970百万円 　　      1,273百万円

※２　担保に供している資産    

定期預金 　981百万円  　    981百万円

上記に対応する債務    

関係会社の借入金
　 223百万円

（82百万タイバーツ）

上記の他、定期預金100百万

円を銀行取引保証のため、

8百万円を営業取引保証のた

めそれぞれ担保に供してお

ります。

 

 

定期預金2,381百万円を銀行

取引保証のため、16百万円

を営業取引保証のためそれ

ぞれ担保に供しております。

 　   223百万円

（   74百万タイバーツ）

上記の他、定期預金1,400百

万円を銀行取引保証のため、

8百万円を営業取引保証のた

めそれぞれ担保に供してお

ります。

※３　立替支払手形 流動負債「立替支払手形」は、関係

会社の仕入債務等の代行払いとして

振り出した支払手形であり、それに

対応する債権は流動資産の「立替

金」に含まれております。

 左に同じ  左に同じ

※４　貸付有価証券及び預り

担保金

投資有価証券には、金融機関に貸出

している上場株式2,819百万円が含

まれております。

また、当該貸付有価証券に係る現金

による受入担保は、預り担保金とし

て表示しております。

投資有価証券には、金融機関に貸出

している上場株式3,877百万円が含

まれております。

また、当該貸付有価証券に係る現金

による受入担保は、預り担保金とし

て表示しております。

投資有価証券には、金融機関に貸出

している上場株式4,662百万円が含

まれております。

また、当該貸付有価証券に係る現金

による受入担保は、預り担保金とし

て表示しております。

※５　中間会計期間末日（期

末日）満期手形

中間会計期間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。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、

次の満期手形が当中間会計期間末残

高に含まれております。

───── ─────

 受取手形 　86百万円  

６　偶発債務

(1）金融機関からの借入

金に対する保証

   

RONDEX

(Thailand)

CO.,LTD.

従業員

（住宅資金）

計

　 223百万円

（82百万タイバーツ）

　1

　 225

　    －百万円

 

 1

 1

　    223百万円

（74百万タイバーツ）

1 

224 

(2）信用状開設に対する

保証

   

NAIGAI

APPAREL

(H.K.)LTD.

 　333百万円

（2,963千米ドル）

 　   229百万円

（1,997千米ドル）

169百万円

（1,437千米ドル）
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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　特別利益のうち主

なもの

役員退職慰労引当

金戻入益
　24百万円

固定資産売却益 407百万円 固定資産売却益 6,705百万円

※２　特別損失のうち主

なもの

子会社投資損失 1,374百万円 減損損失 203百万円 子会社投資損失 2,757百万円

固定資産処分損  354

３　減価償却資産の償

却実施額

   

有形固定資産

無形固定資産

計

　 41百万円

　17

　 59

　   50百万円

 17

 67

 　   66百万円

35

 102

※４　減損損失 　　　　―――――  当中間会計期間において、当社グ　

ループは以下の資産または資産グルー

プについて減損損失を計上しておりま

す。

　(1)減損損失を認識した資産グルー

　　 プ及び金額

場所 用途 種類
減損損失

(百万円)

愛知県

名古屋市

 事務所

（売却予

定資産）

 土地、

 建物
131

兵庫県西宮市
 貸与

 資産

 土地、

 建物
28

岩手県盛岡

市、埼玉県

さいたま市、千

葉県柏市、愛知

県春日井市、神

奈川県藤沢市、

千葉県八千代

市、東京都調布

市

 店舗

 建物、そ

の他有形

固定資産

（工具・

器具及び

備品）

44

　(2)減損損失の認識に至った経緯

継続的に営業損失を計上しており、

かつ、将来キャッシュ・フローの見

積り総額が各資産の帳簿価額を下回

る資産グループ及び地価の著しい下

落または賃貸料水準の著しい低下に

伴い収益性が著しく低下している資

産グループ並びに、遊休状態にあり、

売却予定の資産グループの帳簿価額

を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失として特別損失に計

上しております。

　(3)資産のグルーピングの方法

主として継続的に収支の把握を行っ

ている事業部門を基礎とし、店舗及

び賃貸物件ごとにグルーピングして

おります。

　(4)回収可能価額の算定方式

資産グループの回収可能価額は、賃

貸資産及び売却予定資産については

正味売却額により、店舗については

使用価値によりそれぞれ測定してお

ります。正味売却額は固定資産税評

価額等を基に算定した金額または売

却予定額により、使用価値は将来

キャッシュ・フローに基づき算定し

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）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末株式数
 

当中間会計期間増加
株式数

当中間会計期間減少
株式数

当中間会計期間末株
式数

普通株式（株） 4,123,985 11,583 ― 4,135,568

合計 4,123,985 11,583 ― 4,135,568

（注）　普通株式の自己株式の増加11,583株は、単元未満株式の買取による増加であります。

①　リース取引

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

会計期間末残高相当額

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却

累計額相

当額

(百万円)

中間会計

期間末残

高相当額

(百万円)

その他の有形

固定資産（工

具・器具及び

備品）

335 179 156

無形固定資産

（ソフトウェ

ア）

290 139 150

合計 626 318 307

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

会計期間末残高相当額

取得価額

相当額

(百万円)

減価償却

累計額相

当額

(百万円)

中間会計

期間末残

高相当額

(百万円)

その他の有形

固定資産（工

具・器具及び

備品）

327 184 143

無形固定資産

（ソフトウェ

ア）

344 180 163

合計 672 365 307

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

(百万円)

減価償却

累計額相

当額

(百万円)

期末残高

相当額

(百万円)

その他の有形

固定資産（工

具・器具及び

備品）

326 200 126

無形固定資産

（ソフトウェ

ア）

313 160 153

合計 640 360 280

 ２　未経過リース料中間会計期間末

残高相当額

２　未経過リース料中間会計期間末

残高相当額

２　未経過リース料期末残高相当額

 １年内 137百万円

１年超 176

計 313

１年内    127百万円

１年超  185

計  312

１年内    131百万円

１年超 154

計  285

 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 76百万円

減価償却費相当

額
72

支払利息相当額 4

支払リース料   83百万円

減価償却費相当

額
78

支払利息相当額 4

支払リース料    154百万円

減価償却費相当

額
 146

支払利息相当額 8

 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

左に同じ。

４　減価償却費相当額の算定方法

左に同じ。

 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

左に同じ。

５　利息相当額の算定方法

左に同じ。

２　オペレーティン

　グ・リース取引

　　未経過リース料（借手側）

１年内 276百万円

１年超 1,430

計 1,707

　　未経過リース料（借手側）

１年内    276百万円

１年超      1,153

計      1,430

　　未経過リース料（借手側）

１年内    276百万円

１年超    1,291

計    1,568
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②　有価証券

（前中間会計期間）（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）（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はありません。

（前事業年度）（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。

（１株当たり情報）

　中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

（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　固定資産の譲渡

当社は平成17年９月26日開催の取

締役会にて下記の通り、固定資産

の譲渡を決議し、同日付で譲渡契

約の締結をしました。

(1）譲渡の理由

当社グループの財務体質の改善

と、営業強化策投入資金及び合

理化対策資金を確保し、新再建

３ヵ年経営計画（ＮＲＰ）のリ

プランの遂行に向けての費用等

に充当するものであります。

(2）譲渡資産の内容

資産の内容及び所在地

土地　　　755.13㎡

建物　　5,922.66㎡

東京都千代田区内神田1丁目

13-5

(3）譲渡先

株式会社シンプレクス・インベ

ストメント・アドバイザーズ

(4）損益に与える影響

固定資産売却益約69億円を平成

18年１月期において特別利益に

計上する予定であります。

────── １　固定資産の譲渡

当社は平成18年３月24日開催の取

締役会にて下記の通り、固定資産

の譲渡を決議し、同年３月27日付

で譲渡契約の締結を予定しており

ます。

(1）譲渡の理由

大阪オフィスビルの老朽化とス

ペース効率の改善のため売却処

分いたします。　　

(2）譲渡資産の内容

資産の内容及び所在地

土地　　483.41㎡

建物　2,919.54㎡

大阪府大阪市中央区久太郎町

1丁目-6-31

(3）譲渡先

ヤスダエンジニアリング株式会

社

(4）損益に与える影響

平成19年１月期の損益計算書に

おいて、固定資産売却益約４億

円を特別利益に計上する予定で

あります。
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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）

２　希望退職者の募集

当社は平成17年９月26日開催の取

締役会にて下記の通り、希望退職

者の募集を行なうことを決議しま

した。

  

(1）希望退職者募集を行う理由

新再建３ヵ年経営計画（ＮＲ

Ｐ）のリプランにおいて、不採

算事業からの撤退等事業の再構

築に伴う経営合理化策の一環と

して希望退職者の募集を行ない、

人件費の圧縮を行なうものであ

ります。

 

(2）希望退職者募集の内容  

①　募集対象者

平成18年１月31日現在の満年

齢が45歳以上59歳以下のグ

ループ社員（正規従業員）

 

②　募集人員

150人

 

③　募集期間及び退社日

公示期間 　平成17年９月26日

～17年10月31日

受付開始日 平成17年11月１日

退社日　　 平成18年１月31日

 

(3）損益に与える影響

当社グループ全体で、退職特別

加算金約５億円を支給し、当社

負担分を平成18年１月期におい

て特別損失に計上する予定であ

ります。
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７．部門別売上高
 （単位：百万円）

部門

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）

金額 増減率 金額 増減率 金額 増減率

内需

靴下

％ ％ ％

紳士靴下 3,751 △1.4 3,162 △15.7 7,235 △0.9

婦人・子供靴下 3,672 △0.6 3,179 △13.4 8,064 △0.4

小計 7,424 △1.0 6,341 △14.6 15,300 △0.6

外衣

紳士外衣 938 △8.1 537 △42.7 1,800 △12.2

婦人外衣 － － 1,167 － 567 －

子供外衣 4,142 △9.1 4,151 0.2 8,708 △3.5

小計 5,080 △9.0 5,857 15.3 11,075 0.0

その他 403 △11.8 567 40.7 1,056 △28.1

計 12,908 △4.6 12,766 △1.1 27,432 △1.8

輸出 295 57.4 214 △27.3 501 22.5

その他 170 △7.7 194 13.9 378 △2.1

合計 13,374 △3.8 13,175 △1.5 28,312 △1.5
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