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平成 19 年２月期   中間決算短信（連結） 平成18年10月20日 

上 場 会 社 名 株式会社 アポロ・インベストメント       上場取引所        大阪証券取引所第２部 

コ ー ド 番 号：8206                                            本社所在都道府県  大阪府 

（ＵＲＬ http://www.apollo-invest.co.jp/） 

代 表 者 役職名・氏名 代表取締役社長 アンドリュー・マンキェヴィッチ 

問合せ先責任者 役職名・氏名 執行役員総務人事部長 岡口 公大 ＴＥＬ (03)5425－2511 

決算取締役会開催日 平成18年10月20日 

米国会計基準採用の有無  無 
 

１．18年８月中間期の連結業績（平成18年３月１日～平成18年８月31日） 

(1) 連結経営成績                                 (注)記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しております。 

 売上高 営業利益 経常利益 

 
18年８月中間期 
17年８月中間期 

百万円      ％ 
10,446    （ 132.5）  
4,493       (  49.8)  

 百万円      ％ 
 △262       (  ― )   
 152     (  ― )  

 百万円      ％ 
△333       (  ― )  
147       (  ― )   

18年 ２ 月 期 9,309 577 514 
 

 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 

 
18年８月中間期 
17年８月中間期 

百万円      ％ 

  △529      (  ― )  

78      (  ― )   

円    銭 

△3       94   

0      91  

円    銭 

―       ―   

0     64   

18年 ２ 月 期   413              3       97  3       40   

(注) ①持分法投資損益 18年8月中間期     △20百万円 17年8月中間期   ―百万円 18年2月期     △3百万円 

②期中平均株式数(連結) 18年8月中間期 134,575,782株 17年8月中間期 86,704,824株 18年2月期 104,168,129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 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産 

 
18年８月中間期 
17年８月中間期 

百万円 
      27,431    

9,885    

百万円 
     16,573     

7,997    

％ 
 40.4    
80.9   

円   銭 
82       04   
72    01  

18年 ２ 月 期 23,467    12,083    51.5   90       01  

(注) 期末発行済株式数(連結) 18年8月中間期 134,956,647株 17年8月中間期 111,062,472株 18年2月期 134,234,472株 
 

(3) 連結キャッシュ･フローの状況 

 
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 

 
18年８月中間期 
17年８月中間期 

百万円 
△595     
△379    

百万円 
 △75      
△551    

百万円 
△1,570       
4,338    

百万円 
   7,186       

4,671    

18年 ２ 月 期 △2,003     △2,303      8,582         5,538    

(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  ９社   持分法適用非連結子会社数  ―社   持分法適用関連会社数  １社 
 

(5) 連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

連結 (新規)  ２社   (除外)   １社        持分法 (新規)   ―社   (除外)   １社 
 

２．19年２月期の連結業績予想（平成18年３月1日～平成19年２月28日） 

 売上高 経常利益 当期純利益 

 

通  期 

百万円 

22,774 

百万円 

287 

百万円 

0 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  －円 －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、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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１.企業集団の状況 

当社グループ（当社及び当社の関係会社）は当社、連結子会社９社、持分法適用関連会社１社及び

その他の関係会社で構成されており、事業部門として、婦人子供服販売事業、投資事業、ＩＴソ

リューション事業、広告事業、ＰＣ販売事業、不動産賃貸事業及び繊維事業等を行っております。 

当社は持株会社として子会社の株式を所有することにより、当該会社の事業活動の支配・管理を

行っております。 

 

（1）関係会社の状況 

① 合併及び除外 

連結子会社である株式会社エルメ・コンベックスを平成18年８月1日付で吸収合併いたしました。 

 

② 新規 

会 社 名 住所 
資本金 

(百万円) 
主要な事業の内容 

議決権の 

所有割合 
関係内容 

（連結子会社） 

株式会社ジャクスタポーズ 
東京都 

港区 
10 

 

宝石・貴金属の販売、紳士・

婦人用舶来用品雑貨の販売 

 

100.00％ 

 

役員の兼任 １名 

株式会社オーエー・システ

ム・プラザ (注)１ 

名古屋市 

中区 
3,070 

ＰＣ販売事業・投資事業 

不動産賃貸事業 
41.64％ 役員の兼任 ２名 

（注）１ 有価証券報告書の提出会社であります。 
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当企業集団の事業系統図は次のとおりであります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注） 社名の前の○印は連結子会社を、＊印は持分法適用会社をそれぞれ表しております。 

※１ 連結子会社である、同興紡績株式会社は、名古屋証券取引所・大阪証券取引所市場第二部に、株式

会社オーエー・システム・プラザはジャスダック証券取引所に、それぞれ上場しております。 

婦人子供服 

販売事業 

○ ㈱ジャクスタ
ポーズ 

○ ㈱エルメ 

ITソリューショ
ン事業 

＊ ㈱日本イン
フォメーション 

システム 

広告事業 

○ 東西キャピタル㈱ 

○ ㈱ダイヤ 
モンドエー 
ジェンシー 

ITソリューション 
事業 

○ ㈱ディーアンドアー

ル・インテグレイツ 

○ ㈱パナッシュ 

取  引  先 投資先 一 般 消 費 者 

当      社 

PC販売事業 不動産 

賃貸事業 
繊維事業 

○ ㈱オーエー・システム・プラザ 
※1 

○ 同興紡績㈱ 
※1 

○ 同興ニット㈱ 
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２.経営方針 

（1）会社の経営の基本方針 

当社グループは、経済利益の創出とグループ企業価値の最大化を図ることにより、ステークホル

ダーに貢献していくことを経営の基本方針としております。また、内国企業だけに囚われない新しい

形で、国際基準を満たす事業展開を図ってまいります。 

この方針の具現化のため、事業を分社化した持株会社体制を導入し、事業に対する客観的で的確な

評価及び合理的な経営資源配分を実現しております。 

また、事業子会社の自己責任経営、意思決定の迅速化を通じて、グループ全体の事業競争力を高め

グループ企業価値を持続的に向上させてまいります。 

 

（2）会社の利益配分に関する基本方針 

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の最重要課題の一つとして位置づけており、１株当た

り利益を向上させることが責務であると認識しております。また、投資会社に変貌をとげたことでも

あり、利益を獲得できた期に関しましては、最大限の配当をさせていただく所存であります。しかし、

当中間期も遺憾ながら引き続き、株主配当金は無配とさせて頂きたく存じます。なお、内部留保金に

つきましては業績及び将来の事業展開に備える経営基盤確保に努め、長期的な視点で投資効率を考え

活用してまいります。 

 

（3）目標とする経営指標 

当社グループは、企業価値の向上と財務体質の強化を図るための経営指標として、総資本利益率

(ＲＯＡ)を重視しつつ、キャッシュ・フローの経営に徹しており、当然のことながら最終目標は株主

資本利益率(ＲＯＥ)の向上に置いております。 

 

（4）中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、平成16年３月を起点とする３ヵ年の「中期経営計画」を策定いたしました。「中

期経営計画」の概要は以下の通りであります。 

コアビジネスであります婦人子供服の販売事業では、売上高100億円を目標に掲げ、シェアの向上

と収益力の強化に努めてまいります。 

同時に、投融資、事業提携、Ｍ＆Ａ等により経営環境の変化に対応できる事業構造の組替えを行い、

収益源の多様化及び拡充をし、経営基盤の強化を図ってまいります。 

現在は、ＩＴソリューション事業、投資事業、広告事業、ＰＣ販売事業、不動産賃貸事業及び繊維

事業を行う企業を傘下に収め、収益源の多様化を図りつつ推進しております。 

今後は、「新しい企業ブランドと文化を創造すること」・「専門的なＩＲキャンペーンを開始」・

「社内全員に責任と責務といった感覚を身につけさせること」・「ＣＳＲキャンペーンの一環として、

年間最低一つのチャリティー活動をすること」を加えます。 
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（5）会社の対処すべき課題 

持株会社と投資会社としての機能を最大限に発揮し、当社グループ内外において「経済利益の創出

とグループ企業価値の最大化」を図ってまいります。 

① 当社グループ内の各事業の補完に努め、グループ企業価値を高めます。 

② 投資の出口戦略を見極め、投資の回収スピードを早めます。 

③ 上場企業株式投資の案件精査を高め、収益を高めます。 

④ 人材育成と人材確保及び人材登用を行い、施策取り組みと実現を目指します。 

⑤ 将来性重視のＭ＆Ａにより、新規事業の開発と当社グループのシナジー効果を追及します。 
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３.経営成績及び財政状態 

（1）経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、企業収益の改善を背景に設備投資が増加するととも

に、雇用・所得環境の改善が緩やかに進んだことで個人消費にも明るさが見られ、堅調な景気回復

が続きました。しかしながら、一方では原油価格に代表される原材料費の高騰、金利上昇等といっ

た経済に悪影響を与える懸念材料も残っておりを払拭できない状況にあります。 

このような環境の下、当社グループの当連結会計年度目標と致しまして、１.新しい企業ブランド

＆文化を創造すること、２.我々の買収ターゲットをＩＴ＆メディア、小売業、エクイティー・イン

ベストメントへと再集中すること、３.専門的なＩＲキャンペーンの開始、４.社内全員へ責任・責

務（アカウンタビリティー）といった感覚を身につけさせること、５.キャンペーンの一環として、

最低一つのチャリティー活動をすること、６.株主の利益を創出すること、以上の設定・開示を行い

ました。これは、従来の画一的な商品・サービスでは、多様化、個別化する顧客ニーズに対応出来

ないことから、ブランディングの推進により当社グループとしての統一感を明確にしながら、多角

的な目標を設定し、さらに実現していくことによって株主価値の増大を図ることを意図しておりま

す。 

中核事業としての投資事業におきましては、投資事業の集中と経営の効率化を図り、投資事業の

透明度をより鮮明にするために、６月３０日付で連結子会社である株式会社エルメ・コンベックス

が無限責任組合員を務めるＣＯＮＶＥＸ１号投資事業有限責任組合を解散し、また、株式会社エル

メ・コンベックスを８月１日付で当社に吸収合併いたしております。 

また、今期からは、株式投資は短期売買をせず、当社グループとの連携を考えた投資を行う方針

に改め、ホールディング・カンパニー業務に注力することを決定しております。 

その他、当社傘下の連結子会社についての事業は堅調に推移しております。これは、グループ会

社に対して当社グループが前期から積極的に進めてきました経営管理とシナジーの追求によるグ

ループの価値向上策が、当中間連結会計期間において奏功した結果であります。具体的には、投資

事業を除く婦人子供服販売事業、ＩＴソリューション、広告事業、ＰＣ販売事業、不動産賃貸事業、

繊維事業の各セグメントの単純合計では、売上高10,471百万円、営業利益304百万円を達成しており

ます。 

その中でも、株式会社エルメは、売上高2,884百万円、経常利益70百万円、中間純利益35百万円と

なっております。 

上記の通り、事業会社の業績は堅調であり、さらに連結範囲の拡大により大幅な増収を達成した

ものの、株式市場の低迷による株式評価損で、当中間連結会計期間においては、売上高10,446百万

円（前年同期比132.4％増）、経常損失333百万円（前年同期は147百万円の経常利益）、中間純損失

529百万円（前年同期は78百万円の中間純利益）となりました。 
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(婦人子供服販売事業) 

婦人子供服販売事業の業界におきましては、個人消費は、改善傾向にあるものの雇用環境や所得

回復などはまだまだ鈍く、当中間連結会計期間におきましては、天候不順等により厳しい状況が続

いております。また、お客様による商品や企業の選別が進み、競合他社との競争が激しさを増して

おります。 

このような状況の下連結子会社の株式会社エルメでは、今期より『エルメ・リブランディング』

を経営の柱に掲げ、既存業態の改革と新規業態の開発に注力し、商品・販売両面での改革を強力に

推し進めてまいりました。組織面でも、商品企画室を新設するなど、スタイリングＭＤの確立と、

値入率の改善、客単価アップ等の施策を押し進め、筋肉質な収益企業への転換に向け努めてまいり

ました。 

さらに平成18年７月に、イタリアンジュエリーブランドの輸入販売を展開している株式会社ジャ

クスタポーズを完全子会社化いたしました。ＰＲ・マーケティング分野においてリソースを共有し

シナジー効果を生じさせることにより、グループとして服飾・宝飾等の総合的なファッションを提

供することで個々のブランド力を高めると同時に、新規事業の開拓にも繋げることが出来るものと

確信しております。しかしながら、売上高は天候不順の影響も受け2,884百万円(前年同期比1.2％

減)となりました。 

 

(投資事業) 

投資事業は、平成18年々初のライブドアショックも覚めやらぬ中、６月には村上ファンドの代表

である村上世彰氏が証券取引法違反（インサイダー取引）容疑で逮捕というニュースで、株式市場

全体の不安感から、当社グループの保有株式も少なからぬ影響を受けました。しかしながら、当社

グループとしましてはライブドアショックを契機と致しまして、投資事業の集中と経営の効率化を

図り、投資事業の透明度をより鮮明にするために、６月３０日付で連結子会社である株式会社エル

メ・コンベックスが無限責任組合員を務めるＣＯＮＶＥＸ１号投資事業有限責任組合を解散し、ま

た、株式会社エルメ・コンベックスも８月１日付で当社に吸収合併いたしております。 

このように、株式市況等の市場変化、すなわち昨今の株式市況の混乱の影響による株式価格の下

落により、当中間連結会計期間において保有する上場株式の評価損370百万円の計上を余儀なくされ

ました。また、今期からはホールディング・カンパニー業務に注力するため、株式投資は短期売買

をせず、当社グループとの連携を考えた投資を行う方針に改めることにしております。この結果、

当中間連結会計期間の売上高は42百万円（前年同期比 82.1％減）となりました。 

 

(ＩＴソリューション事業) 

ＩＴソリューション事業は、情報処理ビジネスの堅調な伸びと当社の強みである情報処理業務ノ

ウハウ、情報のエントリーからデータベースまでの情報管理を一貫してアウトソーシングできるビ

ジネスモデルが、安定的な収益確保を実現し、この結果、当中間連結会計期間の売上高は1,252百万

円（前年同期比 8.2％減）となりました。 

 

(広告事業) 

広告事業は、大型クライアントが順調に推移し制作業務の内制化による効果で、当中間連結会計

期間の売上高は1,730百万円（前期は、連結会計年度の損益には含めておりません。）となりました。 
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(ＰＣ販売事業) 

ＰＣ販売事業はパソコン本体の単価下落、大型家電量販店の出店攻勢などにより、厳しい市場環

境ではありますが、昨年度より光インターネットを中心としたブロードバンドソリューションの提

供、買い替え、買い増しのお客様をサポートするデータ移行サービスや、ウィルスやウィニー被害

などからパソコンを守る対策、個人情報漏洩防止対策等パソコンクリニックのサービスメニュー強

化により、利益面では着実に進捗しております。 

なお、店舗戦略といたしましては、中部地区への積極的なドミナント出店に向けて活動しており

ます。この結果、当中間連結会計期間の売上高は3,653百万円（前期は、連結会計年度の損益には含

めておりません。）となりました。 

 

(不動産賃貸事業) 

不動産賃貸事業は、連結子会社所有の土地・建物の有効利用としての賃貸収入です。当中間連結

会計期間の売上高は309百万円（前期は、連結会計年度の損益には含めておりません。）となりまし

た。 

 

(繊維事業) 

繊維事業は、アパレルメーカーの海外素材による海外縫製シフトに伴い国内生産の需要はますま

す縮小し、依然として厳しい状況が続いております。当中間連結会計期間の売上高は641百万円（前

期は、連結会計年度の損益には含めておりません。）となりました。 
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（2）財政状態 

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前中間連結会計

期間より2,515百万円増加し、7,186百万円となりました。 

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における営業活動による資金収支は、595百万円の支出となりました。こ

れは、主に売上債権の回収及びたな卸資産の減少、仕入債務の減少等によるものです。前中間連

結会計期間と比較致しまして、支出額が215百万円増加しております。 

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における投資活動による資金収支は、75百万円の支出となりました。これ

は、主に有形固定資産の取得、長期性預金の預け入れの支出等によるものです。前中間連結期間

と比較致しまして、支出額が476百万円減少しております。 

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における財務活動による資金収支は、1,570百万円の支出となりました。

これは、主に短期借入金、長期借入金の返済、社債の償還等によるものです。前中間連結会計期

間と比較致しまして、支出額が5,909百万円増加しております。 

  

また、当企業集団のキャッシュ・フロー指標のトレンドは以下のとおりであります。 

 平成16年２月期 平成17年２月期 平成18年２月期 平成19年２月期 

 期末 期末 期末 中間 

自己資本比率 77.5％ 67.2％ 51.5％ 40.4％ 

時価ベースの自己資本比率 125.9％ 182.8％ 121.8％ 61.0％ 

（注）各指標はいずれも当社連結ベースの財務数値を用いて算出しております。 

自己資本比率 自己資本／総資産 

時価ベースの自己資本比率 株式時価総額／総資産 

株式時価総額 期末株価終値×期末発行株式数（自己株式控除後） 
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（4）経営成績の分析 

① 売上高及び売上総利益 

売上高は前年同期比5,952百万円増加し、10,446百万円となりました。売上高の内訳の詳細に

ついては、「５.生産、受注及び販売の状況」をご参照ください。前連結会計年度までは売上高

の大半を婦人子供服販売事業が占めておりましたが、当中間連結会計期間より広告事業及びＰＣ

販売事業等の売上高を取り込むことになったことが主な要因です。 

売上総利益は前年同期比926百万円増加し、2,697百万円となりました。売上高に対する比率は、

39.4％から25.8％に減少しました。売上総利益率の減少は、投資事業においては、株式の評価損

で売上総利益率がマイナスだったことに加え、今期に売上高を計上した繊維事業の売上総利益率

が低かったことに起因しております。 

② 販売費及び一般管理費、営業利益、経常利益 

販売費及び一般管理費は前年同期比1,342百万円増加し、2,960百万円となりました。売上高に

対する比率は、36.0％から28.3％に改善しましたが、これは広告事業及びＰＣ販売事業等を取り

込むことにより金額ベースで増加し、売上高に対する比率が低下したことによります。 

③ 特別損益 

特別利益としては、12百万円計上しました。これは固定資産売却益10百万円及び株式会社エル

メの投資有価証券の売却１百万円によるものであります。 

また、特別損失としては、48百万円計上しました。これは当社及び株式会社ディーアンドアー

ル・インテグレイツのリストラの一環として事務所を移転した費用37百万円、店舗閉鎖損失とし

て３百万円、固定資産除却損の7百万円によるものです。 

④ 中間純損失 

中間純損失は529百万円となりました。１株当たりの当期純損失は前年同期比４円85銭減少し、

３円94銭となりました。 

 

（4）通期の見通し 

通期の見通しにつきましては、底堅い設備投資及び個人消費により、引き続き回復基調で推移す

るものと思われます。こうした環境の下、当社は積極的な投資活動を推進し、グループ内企業に対

してリストラクチャリングあるいはシナジー効果を発揮し、収益力を増強する所存でございます。

婦人子供服販売事業では、積極的な店舗展開と新規事業展開を、ＩＴソリューション事業では、従

来にもまして差別化を図って事業拡大を目指してまいります。その他、広告事業、ＰＣ販売事業、

不動産賃貸事業及び繊維事業については、持続的成長のために、全てのコスト・ストラクチャーの

抜本的改革に努めてまいります。 
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（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主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当し

ない事項についても、投資家の判断上、重要であると考えられる事項については、投資家に対する

積極的な開示の観点から以下に開示しております。当社グループは、これらのリスク発生の可能性

を認識した上で、発生の回避及び発生の対応に努める所存であります。 

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において当社グループが判断した

ものであります。 

① 出店計画及び店舗の賃借物件への依存について 

婦人子供服販売事業及びＰＣ販売事業を行う当社グループでは、新規出店が計画通り行えない

場合には、当社グループの業績に影響を与える場合があります。また、店舗の建物については基

本的に賃借が主体であります。一般的に出店に当たり、店舗賃借のための敷金・保証金、並びに

建物建設の建設協力金を家主に差し入れます。店舗の大半は、賃貸借契約期間が長期に渡るもの

が多く、建設協力金は契約期間内で回収いたしますが、敷金・保証金は契約期間が満了しなけれ

ば返還されません。倒産その他賃貸人の事由により保証金の全部又は一部が回収できなくなる可

能性があります。また、契約期間満了店舗においては、賃貸人の事由により契約更新ができなく

なる可能性があります。 

② 国内衣料消費の動向や気象状況によるリスク 

当社グループの婦人子供服販売事業は、売上の大半をチェーンストアの売上に依存しており、

個人消費の動向及び衣料品消費の動向に大きく左右されることがあります。また、冷夏暖冬等の

気象状況の変化が市場動向を大きく左右し、当社グループの婦人子供服販売事業に大きく影響を

及ぼす可能性があります。 

③ 国内株式市況・投資先環境の変化について 

当社グループの投資事業において、株式市況等の市場変化や投資先企業の環境変化によって当

社及び当社グループが保有する上場会社の株価が変動し、当社の経営成績及び財政状態に重大な

影響を及ぼす可能性があります。 

④ 海外株式市況・投資先環境の変化について 

当社グループの投資事業において、海外株式市況等の市場変化や海外投資先企業の環境変化に

よって当社及び当社グループが保有する上場会社の株価が変動し、当社の経営成績及び財政状態

に重大な影響を及ぼす可能性があります。また、外国為替レートの変動、投資先地域の経済環境、

政治情勢の変化、法律や取引慣習の変化により当社経営成績や財務状態に重大な影響を及ぼす可

能性があります。 

⑤ 特定の取引先への依存について 

当社グループの繊維事業の売上のうち約40％は海外の特定の協力工場に生産を依存している紡

績糸であります。したがいまして、政情不安などの事情により生産が停止した場合、業績に重大

な影響を及ぼす可能性があります。 
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⑥ 外注先への依存について 

当社グループの繊維事業は、染色加工等を外注先に依存しております。そのため、外注先の破

綻等により生産に支障を来たすおそれがあります。 

⑦ 為替レート変動のリスクについて 

当社グループの婦人子供服販売事業及び繊維事業の一部については、輸出入取引を行っており

ます。このため為替レートの急激な変動があった場合、業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑧ 特定の顧客への依存について 

当社グループの不動産賃貸事業は、特定顧客に対するショッピングセンター用建物等の賃貸及

び貸室賃貸契約であり、経済環境や特定顧客の事業方針等によっては、業績に重大な影響を及ぼ

す可能性があります。 

⑨ 保証金及び未収入金について 

当社グループのＰＣ販売事業は、フランチャイズ契約に伴う保証金をフランチャイズ本部に対

し差し入れております。また、カード決済にて販売した代金は、一旦フランチャイズ本部にて預

りとなるため、フランチャイズ本部が倒産その他の事由により債務不履行となった場合には、そ

れらの全額または一部が回収出来ない可能性があります。 

⑩ 取引慣行等に伴うリスク 

当社グループの広告事業は、広告主の代理人としてではなく、自己の責任でメディア会社等と

の取引を行うことが慣行となっている場合があります。そのため、広告主の倒産等の場合に、広

告主から広告料金の支払を受けられないにもかかわらず、メディア会社等に対して支払債務を負

担する可能性があります。また、広告業界においては、様々な事情により、広告計画や内容に、

突然の変更が生じることが少なくありません。当社では、主要取引先と基本契約を締結するなど、

取引上のトラブルを未然に回避する努力を行っておりますが、上記のような理由から、文書によ

る契約がなじまない場合もあり、その結果、不測の事故または紛争が生じる可能性があります。 

⑪ 一般労働者派遣事業のリスクについて 

当社グループのＩＴソリューション事業の中の人材派遣業は、労働者派遣法に基づき一般労働

派遣事業（登録型の人材派遣事業）として厚生労働大臣の許可を取得して行っております。当社

グループの人材派遣業が、派遣元事業主からの欠格事由に該当する等、当社グループの従業員に

よる重大な法令違反等が発生し、事業の許可を取り消されるようなことがあれば、一般労働者派

遣事業を行えなくなる可能性があります。 

⑫ 有料職業紹介事業のリスクについて 

当社グループのＩＴソリューション事業の中の人材派遣業は、職業安定法に基づき、有料職業

紹介事業として厚生労働大臣の許可を受けて行っている事業であります。一般労働者派遣事業と

同様に派遣元事業主からの欠格事由に該当する等、当社グループの従業員による重大な法令違反

等が発生し、事業の許可を取り消されるようなことがあれば、有料職業紹介事業を行えなくなる

可能性があります。 
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⑬ 新株予約権の付与について 

当社は、新株予約権方式によるストックオプション制度を採用しております。これらの新株予

約権等が目的とする株式の数は、当中間連結会計期間末現在で合計24,005,000株であり、発行済

株式総数に、当該新株予約権が全て行使された場合に発行される株式数を加えた株式数に対する、

当該新株予約権が全て行使された場合の割合は15.00％であり、株式価値の希薄化が生じる可能

性があります。 

⑭ 人材の確保及び育成について 

当社グループの経営の基本方針は「経済利益の創出とグループ価値の最大化を図ることにより、

ステークホルダーに貢献していくこと」であり、当該方針を実現できる人材の確保と育成を重要

な経営課題として捉えております。また、従業員に対しては、成果主義報酬体系及びストックオ

プション制度等インセンティブを導入することによりモラルアップを図っております。投資事業、

婦人子供服販売事業、ＩＴソリューション事業、広告事業、ＰＣ販売事業、不動産賃貸事業及び

繊維事業は、事業拡大に合わせた人材の確保及び育成ができない場合には、提供するサービスが

低下し、当社の事業活動に影響を及ぼす可能性があります。 

⑮ 個人情報保護法の影響について 

当社グループが行うＩＴソリューション事業、婦人子供服販売事業、ＰＣ販売事業、投資事業、

広告事業及び繊維事業はそれぞれ事業ごとに個人情報を含めた秘密情報を保有しており、その情

報の外部漏洩に関しては最新の注意を払っております。個人情報を含めた秘密情報の取扱問題に

ついて、個人情報保護法の施行により「個人情報取扱者」としての法的リスクが発生します。当

社及び当社グループとしての法的責任並びに社会的責任を課せられます。万一、漏洩事件が発生

した場合、社会的信用問題、個人への賠償問題、業務面での処分問題等により、当社グループの

経営成績と財務状況に影響を及ぼす可能性があります。 

⑯ Ｍ＆Ａについて 

当社グループは「中期経営計画」においてＭ＆Ａを事業拡大の手段としておりますが、当社及

び当社グループが希望する条件によりこれらが実施できる保証はなく、多額の資金が必要となる

可能性があります。また、当初想定していたＭ＆Ａ案件が不成立に終わった場合、その規模に

よっては売上予定に大きな影響を及ぼす可能性があります。よって、今後においても子会社化等

を実施した場合、当社グループが想定する事業展開又は業績への寄与が図れるか否かは不透明で

あり、場合によっては当社グループの業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８月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年２月28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  4,789,403   7,382,842   5,734,311  

２ 受取手形及び売掛金 ※４  406,923   1,333,995   1,181,847  

３ 有価証券   331,409   298,620   1,204,224  

４ 営業投資有価証券   1,455,480   2,051,160   1,679,075  

５ たな卸資産   232,591   1,536,287   642,033  

６ その他   197,461   498,682   315,815  

貸倒引当金   △8,648   △38,233   △53,882  

流動資産合計   7,404,621 74.9  13,063,354 47.6  10,703,426 45.6 

Ⅱ 固定資産           

１ 有形固定資産 ※２  254,655        

(1) 建物及び構築物 ※１    3,481,475   2,617,119   

(2) 土地 ※１    4,379,677   3,029,407   

(3) その他     161,443 8,022,597  135,651 5,782,178  

２ 無形固定資産   326,969        

(1) のれん     2,791,217   －   

(2) 連結調整勘定     －   774,189   

(3) その他     66,803 2,858,021  53,376 827,565  

３ 投資その他の資産           

(1) 長期差入保証金 ※１ 1,328,513   2,394,124   1,389,808   

(2) その他 ※３ 585,705   1,076,689   4,708,357   

   貸倒引当金  △54,480 1,859,738  △89,809 3,381,003  △52,614 6,045,551  

固定資産合計   2,441,363 24.7  14,261,622 52.0  12,655,295 53.9 

Ⅲ 繰延資産   39,160 0.4  106,157 0.4  109,002 0.5 

資産合計   9,885,145 100.0  27,431,133 100.0  23,467,724 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年２月28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 ※１  841,688   1,995,559   1,690,782  

２ 短期借入金 ※１  －   1,228,280   676,644  

３ 賞与引当金   －   20,445   11,181  

４ 店舗撤退損失引当金   －   21,350   －  

５ その他   735,899   1,112,704   1,210,737  

流動負債合計   1,577,587 15.9  4,378,339 16.0  3,589,346 15.3 

Ⅱ 固定負債           

 １ 社債   150,000   175,000   225,000  

２ 長期借入金 ※１  －   1,582,680   252,502  

３ 長期預り保証金 ※１  －   3,205,303   3,083,666  

４ 退職給付引当金   －   280,282   305,401  

５ その他   74,514   1,235,995   1,207,603  

固定負債合計   224,514 2.3  6,479,261 23.6  5,074,173 21.6 

負債合計   1,802,101 18.2  10,857,600 39.6  8,663,519 36.9 

(少数株主持分)           

少数株主持分   85,779 0.9  － －  2,721,196 11.6 

(資本の部)           

Ⅰ 資本金   3,249,625 32.9  － －  5,278,360 22.5 

Ⅱ 資本剰余金   4,231,538 42.8  － －  6,243,156 26.5 

Ⅲ 利益剰余金   △109,236 △1.1  － －  225,710 1.0 

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金 

  725,965 7.3  － －  437,258 1.9 

Ⅴ 自己株式   △100,629 △1.0  － －  △101,477 △0.4 

資本合計   7,997,263 80.9  － －  12,083,008 51.5 

負債、少数株主持分 
及び資本合計 

  9,885,145 100.0  － －  23,467,724 100.0 
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前中間連結会計期間末 

(平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間末 

(平成18年８月31日) 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
(平成18年２月28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   －   5,292,238 19.2  －  

２ 資本剰余金   －   6,335,604 23.1  －  

３ 利益剰余金   －   △304,683 △1.1  －  

４ 自己株式   －   △68,481 △0.2  －  

  株主資本合計   － －  11,254,677 41.0  － － 

Ⅱ 評価・換算差額等           

１ その他有価証券 
  評価差額金 

  －   △182,899   －  

評価・換算差額等 
合計 

  － －  △182,899 △0.7  － － 

Ⅲ 新株予約権   － －  39,620 0.1  － － 

Ⅳ 少数株主持分   － －  5,462,134 19.9  － － 

   純資産合計   － －  16,573,532 60.4  － － 

   負債・純資産合計   － －  27,431,133 100.0  － － 
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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３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８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３月１日 
至 平成18年２月28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   4,493,390 100.0  10,446,173 100.0  9,309,037 100.0 

Ⅱ 売上原価 
※１ 
※２ 

 2,722,618 60.6  7,748,427 74.2  5,301,436 56.9 

売上総利益   1,770,772 39.4  2,697,746 25.8  4,007,600 43.1 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※３  1,618,468 36.0  2,960,693 28.3  3,430,291 36.9 

営業利益又は 
営業損失(△) 

  152,304 3.4  △262,946 △2.5  577,309 6.2 

Ⅳ 営業外収益           

１ 受取利息  120   1,202   1,654   

２ 受取配当金  －   4,262   －   

３ 受取手数料  －   10,017   －   

４ 貸倒引当金戻入額  5,057   14,910   6,191   

５ 店舗関連その他収益  2,055   －   3,573   

６ その他  3,744 10,977 0.2 16,847 47,240 0.5 18,707 30,127 0.3 

Ⅴ 営業外費用           

１ 支払利息  －   36,461   －   

２ 新株発行費償却  6,348   41,876   52,422   

３ 社債発行費償却  2,050   －   3,416   

４ 消費税等差額  2,240   －   22,169   

５ 持分法による投資 
 損失 

 －   20,527   3,481   

６ 為替差損  2,489   －   －   

７ その他  2,948 16,077 0.3 19,055 117,920 1.1 11,119 92,610 1.0 

経常利益又は 
経常損失(△) 

  147,204 3.3  △333,627 △3.2  514,826 5.5 

Ⅵ 特別利益 ※４          

１ 固定資産売却益  2,142   10,766   2,142   

２ 投資有価証券売却益  － 2,142 0.0 1,700 12,466 0.1 34,566 36,709 0.4 

Ⅶ 特別損失 ※５          

１ 固定資産除却損  －   7,229   －   

２ 店舗閉鎖損失  8,963   －   12,017   

３ 店舗撤退損失引当金 
繰入額 

 －   3,650   －   

４ 事業所移転損失  －   37,291   －   

５ 固定資産評価損  8,681 17,644 0.4 － 48,171 0.5 8,681 20,699 0.2 

税金等調整前中間 
(当期)純利益又は税 
金等調整前中間純損 
失(△) 

  131,702 2.9  △369,332 △3.5  530,836 5.7 

法人税、住民税 
及び事業税 

 45,180   91,991   107,179   

法人税等調整額  1,499 46,680 1.0 △2,803 89,187 0.9 △390 106,789 1.2 

少数株主利益   6,040 0.1  71,171 0.7  10,119 0.1 

中間(当期)純利益 
又は中間純損失(△) 

  78,981 1.8 △529,690 △5.1  413,928 4.4
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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３月１日 
至 平成17年８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３月１日 
至 平成18年２月28日) 

区分 
注記 
番号 

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   2,028,393  2,028,393 

Ⅱ 資本剰余金増加高      

   増資による新株の発行  2,203,145 2,203,145 4,214,763 4,214,763 

Ⅲ 資本剰余金中間期末(期末)残高   4,231,538  6,243,156 

      

(利益剰余金の部)      

Ⅰ 利益剰余金期首残高   △179,571  △179,571 

Ⅱ 利益剰余金増加高      

   中間(当期)純利益  78,981 78,981 413,928 413,928 

Ⅲ 利益剰余金減少高      

 役員賞与  8,646  8,646  

 中間（当期）純損失  － 8,646 － 8,646 

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)残高  
 
 

△109,236  225,710 
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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３月１日 至 平成18年８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２月28日残高 5,278,360 6,243,156 225,710 △101,477 11,645,749 

中間連結会計期間中

の変動額 
     

新株の発行 13,878 13,837   27,715 

利益処分による 

役員賞与 
  △703  △703 

中間純損失   △529,690  △529,690 

自己株式の取得    △191 △191 

自己株式の処分  78,611  33,188 111,799 

中間連結会計期間中の

変動額合計 
13,878 92,448 △530,394 32,996 △391,071 

平成18年８月31日残高 5,292,238 6,335,604 △304,683 △68,481 11,254,677 

 

評価・換算差額等  

その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算 

差額等合計 

新株予約権 少数株主持分 純資産合計 

平成18年２月28日残高 437,258 437,258 27,520 2,721,196 13,214,396 

中間連結会計期間中

の変動額 
     

新株の発行     27,715 

利益処分による 

役員賞与 
    △703 

中間純損失     △529,690 

自己株式の取得     △191 

自己株式の処分     111,799 

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） 

△620,158 △620,158 12,100 2,740,938 2,132,879 

中間連結会計期間中の

変動額合計 
△620,158 △620,158 12,100 2,740,938 1,741,807 

平成18年８月31日残高 △182,899 △182,899 39,620 5,462,134 16,573,532 
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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３月１日 

至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28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 
  利益又は中間純損失(△) 

 131,702 △369,332 530,836 

２ 減価償却費  34,907 157,937 76,680 

３ のれん償却額  － 68,338 － 

４ 有価証券評価益  △1,561 － △182,966 

５ 有価証券評価損  － 243,863 － 

６ 繰延資産償却  8,398 42,560 55,839 

７ 持分法による投資損失  － 20,527 3,481 

８ 投資事業組合受入損益  △158,363 183,054 △413,692 

９ 貸倒引当金の増減額  △2,323 △19,340 △7,019 

10 役員退職慰労引当金減少額  △26,143 － △26,143 

11 退職給付引当金の減少額  － △78,736 － 

12 受取利息及び受取配当金  △120 △5,465 △1,654 

13 支払利息  － 36,461 2,167 

14 固定資産の除却損  － 12,391 － 

15 有価証券の増減額  △39,357 △383,911 △463,816 

16 営業投資有価証券の増減額  △72,000 12,000 △1,032,139 

17 売上債権の増減額  △9,673 275,864 49,076 

18 営業貸付金の増減額  － － 36,018 

19 投資事業組合への出資 

  による支出 
 △300,000 － △800,000 

20 投資事業組合からの分配金  61,000 － 195,000 

21 たな卸資産の増減額  39,993 263,852 △30,484 

22 仕入債務の増減額  △35,312 △612,427 52,583 

23 流動資産その他の増減額  － △110,934 － 

24  流動負債その他の増減額  － △96,390 － 

25 役員賞与支払額  △11,000 △703 △11,000 

26 その他  44,583 △28,872 22,820 

小計  △335,269 △389,263 △1,944,412 

27 利息及び配当金の受取額  228 5,465 1,654 

28 利息の支払額  △479 △36,461 △2,167 

29 法人税等の支払額  △43,975 △174,931 △59,036 

営業活動による 

キャッシュ・フロー 
 △379,495 △595,190 △2,003,962 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28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 
 △72,868 △16,962 △157,911 

２  有形固定資産の売却による 
収入 

 － 34,280 1,915 

３ 長期性預金の払戻による収入  － 100,000 － 

４ 投資有価証券の取得による 
支出 

 △324,240 △119,651 △4,214,306 

５ 連結範囲の変更を伴う子会社 

  株式の取得による収入 
※２ － 64,173 1,202,799 

６  子会社株式の売却による収入  － － 1,134,000 

７ 連結範囲の変更を伴う子会社 

株式の取得による支出 
 △163,580 － △163,580 

８ 長期前払費用の支払いによる 

支出 
 － △225,000 － 

９ 少数株主からの株式買取に 

よる支出 
 － － △115,640 

10 差入保証金の支払による支出  △54,487 － △55,093 

11 差入保証金の回収による収入  55,962 19,185 71,597 

12 組合解散に伴う収入  － 79,485 － 

13 その他  7,548 △10,744 △6,806 

投資活動による 

キャッシュ・フロー 
 △551,665 △75,234 △2,303,026 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー 

    

１ 新株予約権の発行による収入  － 12,100 32,500 

２ 株式の発行による収入  4,294,708 27,715 8,164,153 

３ 新株発行による支出  △29,181 － － 

４ 社債発行による収入  150,000 － 150,000 

５ 社債の償還による支出  － △150,000 － 

６ 短期借入金の純増減額  － △364,000 － 

７ 長期借入による収入  － 200,000 － 

８ 長期借入金の返済による支出  △6,660 △1,296,169 △23,874 

９ 自己株式の取得による支出  △191 △191 △1,040 

10 定期預金の預入による支出  △22,507 － △22,507 

11 その他  △47,474 － △11,150 

財務活動による 

キャッシュ・フロー 
 4,338,693 △1,570,545 8,582,082 
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前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月１日 

至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月１日 

至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度の 

要約連結キャッシュ・ 

フロー計算書 
(自 平成17年３月１日 

至 平成18年２月28日) 

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
換算差額 

 － 113 － 

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額 

    （△は減少） 
 3,407,532 △2,242,856 4,275,093 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期首残高  1,263,703 5,538,797 1,263,703 

Ⅶ 連結追加による期首現金及び 
現金同等物の増加高 

 － 3,890,557 － 

Ⅷ 現金及び現金同等物の 

中間期末(期末)残高 
※１ 4,671,236 7,186,498 5,538,797 
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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 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 連結の範囲に関する事項 
 (１) 子会社は、全て連結してお

ります。 
   連結子会社の数 ５社 
   主要な連結子会社の名称 
    ㈱エルメ・コンベックス 
    ㈱エルメ・リィーテイル 
    東西キャピタル㈱ 
    ㈱パナッシュ 
    ㈱ディーアンドアール・イ

ンテグレイツ 
㈱ディーアンドアー
ル・インテグレイツ
は、当中間連結会計期
間において株式を取得
したことにより支配獲
得したため、連結子会
社に含めることとして
おります。みなし取得
日を平成17年８月31日
としているため、中間
連結決算において貸借
対照表のみを連結して
おります。 
また、連結子会社が管
理・運営する投資事業組
合に対する出資のうち、
連結会社の持分割合が過
半数を超える投資事業組
合が１ファンド有ります
が、投資事業組合の資
産・負債・収益・費用は
持分に応じて各出資者に
帰属するため、投資事業
組合は子会社として扱っ
ておりません。 

 １ 連結の範囲に関する事項 
 (１) 子会社は、全て連結してお

ります。 
   連結子会社の数 ９社 
   主要な連結子会社の名称 
    ㈱エルメ 

東西キャピタル㈱ 
    ㈱パナッシュ 

㈱ディーアンドアール・イ
ンテグレイツ 
㈱ダイヤモンドエージェン
シー 
同興紡績㈱ 
同興ニット㈱ 
㈱オーエー・システム・プ
ラザ 
㈱オーエー・システム・
プラザは、前連結会計年
度において持分法適用関
連会社でありましたが、
当中間連結会計期間にお
いて経営体制を変更し、
実質的に支配獲得してい
ると認められたため、当
中間連結会計期間より連
結の範囲に含めること
し、みなし取得日を平成
18年３月１日として連結
しております。 
㈱ジャクスタポーズ 
㈱ジャクスタポーズは、
当中間連結会計期間にお
いて株式を取得したこと
により、支配獲得したた
め連結子会社に含めるこ
ととしております。みな
し取得日を平成18年８月
31日としているため、中
間連結決算において貸借
対照表のみを連結してお
ります。 

 
    なお、連結子会社であった

エルメ・コンベックス㈱
は、当中間連結会計期間に
おいて当社と合併いたしま
した。 

    また、連結子会社が管理・
運営する投資事業組合に対
する出資のうち、連結会社
の持分割合が過半数を超え
る投資事業組合が１ファン
ドございましたが、当中間
連結会計期間において解散
いたしました。 

１ 連結の範囲に関する事項 
 (１) 子会社は、全て連結してお

ります。 
   連結子会社の数 ８社 
   主要な連結子会社の名称 
    ㈱エルメ・リィーテイル 

（現 ㈱エルメ） 
㈱エルメ・コンベックス 
東西キャピタル㈱ 

    ㈱パナッシュ 
㈱ディーアンドアール・イ
ンテグレイツ 
㈱ディーアンドアー
ル・インテグレイツ
は、当連結会計年度に
おいて株式を取得した
ことにより支配獲得し
たため、連結子会社に
含めることとしており
ます。みなし取得日を
平成17年８月31日とし
て連結しております。 

㈱ダイヤモンドエージェン
シー 
㈱ダイヤモンドエー
ジェンシーは、当連結
会計年度において株式
を取得したことにより
支配獲得したため、連
結子会社に含めること
としております。みな
し取得日を平成18年２
月28日としているた
め、連結決算において
貸借対照表のみを連結
しております。 

同興紡績㈱ 
同興紡績㈱は、当連結
会計年度において株式
を取得したことにより
支配獲得したため、連
結子会社に含めること
としております。みな
し取得日を平成18年２
月28日としているた
め、連結決算において
貸借対照表のみを連結
しております。 

同興ニット㈱ 
同興ニット㈱は、同興
紡績㈱の子会社であ
り、当連結会計年度に
おいて株式を取得した
ことにより支配獲得し
たため、連結子会社に
含めることとしており
ます。みなし取得日を
平成18年２月28日とし 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

  ているため、連結決算に
おいて貸借対照表のみを
連結しております。 
また、連結子会社が管
理・運営する投資事業組
合に対する出資のうち、
連結会社の持分割合が過
半数を超える投資事業組
合が１ファンド有ります
が、投資事業組合の資
産・負債・収益・費用は
持分に応じて各出資者に
帰属するため、投資事業
組合は子会社として扱っ
ておりません。 
 

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、持分法適用会社は 
ありません。 

２ 持分法の適用に関する事項 
持分法を適用した関連会社数 
１社 
全ての関連会社に対して持分法
を適用しております。 

  ㈱日本インフォメーションシス 
テム 
なお、㈱オーエー･システム･プ
ラザは、当中間連結会計期間に
おいて経営体制を変更し、実質
的に支配獲得していると認めら
れたため、新たに連結子会社と
なり持分法適用の関連会社から
除いております。 

 

２ 持分法の適用に関する事項 
持分法を適用した関連会社数 
２社 
全ての関連会社に対して持分法
を適用しております。 
㈱オーエー･システム･プラザ
は、当連結会計年度において株
式を取得したことにより、持分
法適用の関連会社となりまし
た。 
㈱日本インフォメーションシス       
テムは、当連結会計年度におい 
 て株式を取得したことにより、              
持分法適用の関連会社となりま 
した。 

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、㈱パナッ
シュの中間決算日は６月30
日、㈱ディーアンドアール・
インテグレイツの中間決算日
は９月30日であります。連結
子会社のうち、中間決算日が
６月30日の子会社1社について
は同日現在の中間決算財務諸
表を使用し、中間決算日が９
月30日の１社については８月
31日現在で実施した仮決算に
基づく財務諸表を使用してお
ります。 

  なお、中間連結決算日までに生
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。 

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、㈱パナッ
シュ、㈱ディーアンドアー
ル・インテグレイツ、㈱ダイ
ヤモンドエージェンシーの中
間決算日は９月30日であり、
８月31日現在で実施した仮決
算に基づく中間財務諸表を使
用しております。 
同興紡績㈱、同興ニット㈱、㈱
オーエー･システム･プラザの中
間決算日は９月30日であり、６
月30日現在で実施した仮決算に
基づく中間財務諸表を使用して
おります。なお、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。 

３ 連結子会社の事業年度等に関す
る事項 
連結子会社のうち、㈱パナッ
シュの決算日は12月31日であ
りますが、当連結会計年度よ
り、連結決算日である２月28
日現在で実施した仮決算に基
づく財務諸表を使用しており
ます。当該連結子会社につい
ては14ヶ月決算になっており
ます。 
㈱ディーアンドアール・イン
テグレイツ、㈱ダイヤモンド
エージェンシーの決算日は３
月31日であり、２月28日現在
で実施した仮決算に基づく財
務諸表を使用しております。 
同興紡績㈱、同興ニット㈱の決
算日は３月31日であり、12月31
日現在で実施した仮決算に基づ
く財務諸表を使用しておりま
す。なお、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。 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

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 
   ａ 売買目的有価証券（有価

証券） 
     時価法（売却原価は、移

動平均法により算定） 
 
 
 
 
 
   （有価証券の保有目的の変

更） 
従来、その他有価証券とし
て保有しておりました株式
363,815千円について、当
中間連結会計期間より、投
資事業を開始したことに伴
い、保有目的を変更し、売
買目的有価証券（有価証
券）としております。当該
保有目的の変更の結果、流
動資産が、1,020,920千円
増加し、固定資産が同額減
少するとともに、繰延税金
負債が40,592千円、その他
有価証券評価差額金が
62,069千円減少しておりま
す。 
また、売買目的有価証券に
係る売却益99,524千円、時
価 評 価 に よ る 評 価 益
102,661千円、受取配当金
2,022千円を売上高に計上
しており、営業利益が
204,208千円増加しており
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 
   ａ 売買目的有価証券（有価

証券） 
     時価法（売却原価は、移

動平均法により算定） 
なお、信用取引の有価証
券については、売買目的
有価証券に準じ、時価法
（売却原価は個別法によ
り算定） 
――― 

 

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 
ａ 売買目的有価証券（有価
証券） 
時価法（売却原価は、移
動平均法により算定） 

 
 
 
 
 

   （有価証券の保有目的の変
更）従来、その他有価証
券として保有しておりま
した株式363,815千円につ
いて、当連結会計年度よ
り、投資事業を開始した
ことに伴い、保有目的を
変更し、売買目的有価証
券（有価証券）としてお
ります。当該保有目的の
変更の結果、流動資産が
2,071,040千円増加し、固
定資産が同額減少すると
ともに、繰延税金負債が
227,346千円、その他有価
証券評価差額金が148,681
千円減少しております。 
また、売買目的有価証券に
係る売却益476,888千円、
時価評価による評価益
376,028千円、受取配当金
2,022千円を売上高に計上
しており、営業利益が
854,939千円増加しており
ます。 

――― 
 

   ｂ 満期保有目的の債券 
償却原価法 

   ｂ 満期保有目的の債券 
同左 

   ｃ その他有価証券(営業投
資有価証券を含む) 

   ｃ その他有価証券（営業投
資有価証券を含む） 

   ｃ その他有価証券（営業投
資有価証券を含む） 

時価のあるもの 
      中間連結決算末日の市場

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)  

    時価のあるもの 
同左 

   時価のあるもの 
連結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) 

    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 

   （有価証券の保有目的の変
更） 
提出会社では、平成18年８
月31日開催の取締役会にお
いて、資金運用方針の変更
により有価証券の短期的な
売買（トレーディング取
引）を行わないことを決議
したことに伴い、従来、売 

時価のないもの 
同左 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ｄ 投資事業組合出資金 

投資事業組合等を当社及
び連結子会社が管理・運
営する場合は、当該組合
等の最近の財産及び損益
の状況に基づいて、組合
等の資産・負債・収益・
費用を連結会社の持分割
合に応じて計上し、他社
が管理・運営する場合
は、当該組合等の純資産
及び純損益を連結会社の
持分割合に応じて計上し
ております。 

買目的有価証券として保有
し て お り ま し た 株 式
1,022,730千円について当
中間連結会計期間末より保
有目的を変更し、その他有
価証券としております。当
該保有目的の変更の結果、
有価証券（流動資産）が
1,022,730千円減少し、営
業投資有価証券（流動資
産）が同額増加しておりま
す。 

   ｄ 投資事業組合出資金 
     投資事業組合等を当社及

び連結子会社が管理・運
営する場合は、当該組合
等の最近の財産及び損益
の状況に基づいて、組合
等の資産・負債・収益・
費用を連結会社の持分割
合に応じて計上し、他社
が管理運用する場合は、
当該組合等の純資産及び
純損益を連結会社の持分
割合に応じて計上してお
ります。 
なお、連結子会社が管
理・運営する投資事業組
合に対する出資のうち、
関係会社の持分割合が過
半数を超える投資事業組
合が１ファンドございま
したが、当中間連結会計
期間において解散いたし
ました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   ｄ 投資事業組合出資金 
     投資事業組合等を当社及

び連結子会社が管理・運
営する場合は、当該組合
等の最近の財産及び損益
の状況に基づいて、組合
等の資産・負債・収益・
費用を連結会社の持分割
合に応じて計上し、他社
が管理運用する場合は、
当該組合等の純資産及び
純損益を連結会社の持分
割合に応じて計上してお
ります。 

――― 
 

  ② デリバティブの評価基準 
時価法 
 

  ② デリバティブの評価基準 
同左 

 
  ③ たな卸資産 

   ａ 商品(店舗) 
  売価還元低価法 

   ｂ 商品(商品センター) 

   最終仕入原価法 

   ｃ 仕掛品 

      個別法による原価法 

   ｄ 貯蔵品 

   最終仕入原価法 

  ③ たな卸資産 
ａ 商品 

婦人子供服販売事業に
おける店舗商品は売価
還元低価法、商品セン
ター商品は最終仕入原
価法、宝飾品は個別法
による原価法を採用し
ております。 
ＰＣ販売事業では移動
平均法による原価法を
採用しております。 

ｃ 仕掛品 
ＩＴソリューション事
業および広告事業では
個別法による原価法を
採用しており、繊維事
業では移動平均法によ
る原価法を採用してお
ります。 

 

  ③ たな卸資産 
ａ 商品(店舗) 

売価還元低価法 
ｂ 商品(商品センター) 

最終仕入原価法 
ｃ 仕掛品 

個別法による原価法 
なお、連結子会社であ
る同興紡績㈱は、移動
平均法による原価法を
採用しております。 

ｄ 貯蔵品 
最終仕入原価法 
なお、連結子会社であ
る同興紡績㈱は、移動
平均法による原価法を
採用しております 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

 

ｄ 貯蔵品 
婦人子供服販売事業お
よびＰＣ販売事業では
最終仕入原価法を採用
しており、繊維事業は
移動平均法による原価
法を採用しておりま
す。 
 

 

 (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 

   ａ 建物(建物付属設備を含

む) 

     主として定額法 

   ｂ その他の有形固定資産 

定率法 

 (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 

   ａ 建物(建物付属設備を含

む) 

      同左 

   ｂ その他の有形固定資産 

同左 

 (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 

   ａ 建物(建物付属設備を含

む) 

      同左 

   ｂ その他の有形固定資産 

同左 

  ② 無形固定資産 

定額法 

なお、自社利用のソフトウェ

アについては、社内における

利用可能期間(５年)に基づく

定額法によっております。 

 

  ② 無形固定資産 

同左 

  ② 無形固定資産 

同左 

 

 (３) 重要な繰延資産の処理方法 
  ① 社債発行費 

商法施行規則の規定する最長

期間(３年間)にわたり均等償

却しております。 

 (３) 重要な繰延資産の処理方法 
  ① 社債発行費 

会社計算規則の規定する最長 

期間(３年間)にわたり均等償

却しております。 

 (３) 重要な繰延資産の処理方法 
  ① 社債発行費 

商法施行規則の規定する最長 

期間(３年間)にわたり均等償

却しております。 

  ② 新株発行費 

商法施行規則の規定する最長

期間(３年間) にわたり均等

償却しております。 

 

  ② 新株発行費 

会社計算規則の規定する最長

期間(３年間) にわたり均等

償却しております。 

  ② 新株発行費 

商法施行規則の規定する最長

期間(３年間)にわたり均等償

却しております。 

 (４) 重要な引当金の計上基準 

  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

は個々の債権の回収の可能性

を検討して、回収不能見込額

を合わせて計上しておりま

す。 

 (４) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

      同左 
 

 (４) 重要な引当金の計上基準 

  ① 貸倒引当金 

      同左 
 

――― ② 賞与引当金 
従業員に支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額の

当中間連結会計期間末の負担
額を見積計上しております。 

② 賞与引当金 
従業員に支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額の

当連結会計年度の負担額を見
積計上しております。 

――― ③ 店舗撤退損失引当金 
撤退が確定している店舗に
関する損失見込額を計上し
ております。 

――― 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

――― 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。 

 

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

に基づき計上しております。 

 (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 

 

 

 

 
 

――― 

 

 

(６) 重要なヘッジ会計の方法 

① ヘッジ会計の方法 

特例処理の要件を満たして

いる金利スワップについて

特例処理によっておりま

す。 

② ヘッジ手段とヘッジ方法 

ヘッジ手段 金利スワップ 

ヘッジ対象 借入金利息 

③ ヘッジ方針 

借入金の金利変動リスクを

回避する目的で金利スワッ

プ取引を行っております。 

④ ヘッジの有効性評価 

特例処理によっている金利

スワップについては、有効

性の評価を省略しておりま

す。 

 

(６) 重要なヘッジ会計の方法 

同左 

 

 

 (７) その他中間連結財務諸表作

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 

   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

成のための基本となる重要な

事項 

   ① 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

めの基本となる重要な事項 

 

  ① 消費税等の会計処理 

同左 

② 連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しており 

ます。 

② 連結納税制度の適用 

同左 

② 連結納税制度の適用 

同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

  手許現金、要求払預金及び取得 

  日から３ヶ月以内に満期日の到 

  来する流動性の高い、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 

わない短期的な投資でありま 

す。 

５ 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 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 
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(会計方針の変更) 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

――― 
 

（固定資産の減損に係る会計基
準） 
当中間連結会計期間から「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。 
 これによる損益に与える影響は
ありません。 
 
（貸借対照表の純資産の部の表示
に関する会計基準等） 
当中間連結会計期間から「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

準適用指針第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。 

 なお、従来の「資本の部」の合

計に相当する金額は11,071,777千

円であります。 

 中間連結財務諸表規則の改正に

よる中間連結貸借対照表の表示に

関する変更は以下のとおりであり

ます。 

１ 前中間連結会計期間における

「資本の部」は、当中間連結会

計期間から「純資産の部」とな

り、｢純資産の部｣は「株主資

本」、「評価・換算差額等」、

「新株予約権」及び「少数株主

持分」に分類して表示しており

ます。 

２ 前中間連結会計期間において独

立掲記しておりました「資本

金」、「資本剰余金」及び「利

益剰余金」は、当中間連結会計

期間においては「株主資本」の

内訳科目として表示しておりま

す。 

３ 前中間連結会計期間において

「利益剰余金」の次に表示して

おりました「その他有価証券評

価差額金」は、当中間連結会計

期間から「評価・換算差額等」

の内訳科目として表示しており

ます。 

――― 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

――― 
 

４ 前中間連結会計期間において

「負債の部」に表示しておりま 

した「新株予約権」は、当中間

連結会計期間から「純資産の

部」の内訳として独立掲記して

おります。 

５ 前中間連結会計期間において

「負債の部」の次に表示してお

りました「少数株主持分」は、

当中間連結会計期間から「純資

産の部」の内訳科目として独立

掲記しております。 

 

（企業結合に係る会計基準等） 
 当中間連結会計期間から「企業
会計に係る会計基準」（企業会計
審議会 平成15年10月31日）及び
「事業分離等に関する会計基準」
（企業会計基準委員会 平成17年
12月27日 企業会計基準第７号）
並びに「企業結合会計基準及び事
業分離会計基準関する適用指針」
（企業会計基準委員会 平成 17
年12月27日 企業会計基準適用指
針第10号）を適用しております。 
 
（中間連結キャッシュ・フロー計
算書） 
 「連結調整勘定償却額」は、当
中間連結会計期間から「のれん償
却額」として表示しております。 
 
（自己株式及び準備金の額の減少
等に関する会計基準等の一部改
正） 
当中間連結会計期間から改正後の
「自己株式及び準備金の額の減少等
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８月11日 
企業会計基準適用指針第２号）を適
用しております。 
なお、中間連結財務諸表規則の
改正による中間連結貸借対照表の
表示に関する変更は以下のとおり
であります。 
前中間連結会計期間において資
本に対する控除項目として「資本
の部」の末尾に表示しておりまし
た「自己株式」は、当中間連結会
計期間から「株主資本」に対する
控除項目として「株主資本」の末
尾に表示しております。 
 

――― 
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(表示方法の変更) 
 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

(中間連結貸借対照表) 

――― 

(中間連結貸借対照表) 

１ 前中間連結会計期間において固定資産の「有形

固定資産」に含めておりました「建物及び構築

物」(前中間連結会計期間176,408千円)について

は、総資産額の100分の５超となったため、当中

間連結会計期間より区分掲記しております。 

２ 前中間連結会計期間において固定資産の「無形

固定資産」に含めておりました「連結調整勘

定」(前中間連結会計期間276,292千円)について

は、総資産額の100分の５超となったため、当中

間連結会計期間より「のれん」として区分掲記

しております。 

３ 前中間連結会計期間において流動負債の「その

他」に含めておりました「短期借入金」(前中間

連結会計期間29,320千円)については、総資産額

の100分の５超となったため、当中間連結会計期

間より区分掲記しております。 

 

(中間連結損益計算書) 

――― 

(中間連結損益計算書)  

１ 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりまし

た「社債発行費償却」(当中間連結会計期間683

千円)については、営業外費用の総額の100分の

10以下となったため、営業外費用の「その他」

として表示しております。 

２ 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりまし

た「消費税等差額」(当中間連結会計期間3,121

千円)については、営業外費用の総額の100分の

10以下となったため、営業外費用の「その他」

として表示しております。 

３ 前中間連結会計期間まで区分掲記しておりまし

た「為替差損」(当中間連結会計期間2,516千円)

については、営業外費用の総額の100分の10以下

となったため、営業外費用の「その他」として

表示しております。 

 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

１ 前中間連結会計期間において営業活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含めて表示

しておりました「投資事業組合受入損益」(前中

間連結会計期間△440千円)については、重要性

が増したため、当中間連結会計期間より区分掲

記しております。 

(中間連結キャッシュ・フロー計算書) 

１ 前中間連結会計期間において営業活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含めて表示

しておりました「固定資産の除却損」(前中間連

結会計期間△2,055千円)については、重要性が

増したため、当中間連結会計期間より区分掲記

しております。 

――― ２ 前中間連結会計期間において営業活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含めて表示

しておりました「流動資産の増減額」(前中間連

結会計期間△18,498千円)については、重要性が

増したため、当中間連結会計期間より区分掲記

しております。 

 



    ―  ― 32 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

――― ３ 前中間連結会計期間において営業活動による

キャッシュ・フローの「その他」に含めて表示

しておりました「流動負債の増減額」（前中間

連結会計期間124,433千円）については、重要性

が増したため、当中間連結会計期間より区分掲

記しております。 

 
（追加情報） 

 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 役員退職慰労引当金 

  従来、当社は、役員退職慰労引

当金を「役員退職慰労引当金規

定」に基づき必要額を計上してお

りましたが、「役員退職慰労引当

金規定」の廃止に伴い、当中間連

結会計期間中支給後の役員退職慰

労引当金残高1,000千円を全額取

り崩し、戻入益を営業外収益「そ

の他」に計上しております。 

 

――― １ 役員退職慰労引当金 

 従来、当社は、役員退職慰労
引当金を「役員退職慰労引当金
規定」に基づき必要額を計上し
ておりましたが、「役員退職慰
労引当金規定」の廃止に伴い、
当連結会計年度支給後の役員退
職慰労引当金残高1,000千円を全
額取り崩し、戻入益を営業外収
益「その他」に計上しておりま
す。 

 

２ 法人事業税における外形標準課

税部分の中間連結損益計算書上の

表示 

  実務指針対応報告第12号「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」（企業会計基準

委員会 平成16年２月13日）が公

表されたことに伴い、当中間連結

会計期間から同実務指針報告に基

づき、法人事業税の付加価値割及

び資本割12,425千円を販売費及び

一般管理費として処理しておりま

す。 

  この結果、販売費及び一般管理

費が12,425千円増加し、営業利

益、経常利益及び税金等調整前中

間純利益が同額減少しておりま

す。 

 ２ 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 

  実務指針対応報告第12号「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」（企業

会計基準委員会 平成16年２月

13日）が公表されたことに伴

い、当連結会計期間から同実務

指針報告に基づき、法人事業税

の付加価値割及び資本割37,537

千円を販売費及び一般管理費と

して処理しております。 

  この結果、販売費及び一般管

理費が37,537千円増加し、営業

利益、経常利益及び税金等調整

前当期純利益が同額減少してお

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８月31日) 

当中間連結会計期間末 
(平成18年８月31日) 

前連結会計年度末 
(平成18年２月28日) 

※１ 担保資産 

   このうち借入金26,680千円

（その他の固定負債13,360千

円、その他の流動負債13,320

千円）の担保として株式会社

みずほ銀行に供しているもの

は次のとおりです。 

    定期預金 42,533千円 

※１ 担保資産 

(１)担保に供している資産 

定期預金 57,938千円 

建物及び構

築物 
2,243,622千円 

土地 3,016,786千円 

長期差入保

証金 
2,562千円 

合計 5,320,910千円 

 

(２)上記に対応する債務 

短期借入金 96,000千円 

長期借入金 231,800千円 

支払手形及

び買掛金 
77,656千円 

長期預り保

証金 
3,051,666千円 

合計 3,457,122千円 

  
 

※１ 担保資産 

(１)担保に供している資産 

定期預金 20,030千円 

建物及び構

築物 
2,292,703千円 

土地 3,024,049千円 

合計 5,336,783千円 

 

 

 

(２)上記に対応する債務 

短期借入金 210,808千円 

長期借入金 225,193千円 

支払手形及

び買掛金 
73,846千円 

長期預り保

証金 
3,051,666千円 

合計 3,561,513千円 

  
 

※２ 有形固定資産の減価償却累

計額 

555,277千円 

※２ 有形固定資産の減価償却累

計額 

3,424,103千円 

※２ 有形固定資産の減価償却累

計額 

1,510,475千円 

――― ※３ 関連会社に対するものは次

のとおりであります。 

 

投資有価証券 

（株式） 
441,866千円 

  
 

※３ 関連会社に対するものは次

のとおりであります。 

 

投資有価証券

（株式） 
3,935,885千円 

投資有価証券

（その他） 
395,660千円 

  
 

――― ※４ 受取手形割引高 

176,888千円 

 

※４ 受取手形割引高 

306,649千円 
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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３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

※１ 売上高には、売買目的有価証

券運用益が、204,208千円

（うち、評価益102,661千

円）含まれております。 

※１ 売上原価には、売買目的有価

証券運用損243,863千円（う

ち評価損243,863千円）が含

まれております。 

※１ 売上高には、売買目的有価証

券運用益が、854,939千円

（うち、評価益376,028千

円）含まれております。 

――― ※２ 売上原価のうち、たな卸資産

の低価法による評価減は、次

のとおりであります。 

48,016千円 

※２ 売上原価のうち、たな卸資産

の低価法による評価減は、次

のとおりであります。 

55,959千円 

※２ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。 

従業員給料 557,367千円 

照明冷暖房費 117,232千円 

賃借料 400,455千円 
 

※３ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。 

従業員給料・ 

賞与 
1,008,955千円 

照明冷暖房費 149,304千円 

賃借料 577,984千円 

支払報酬 217,621千円 

 
 

※３ 販売費及び一般管理費のうち

主要な費目及び金額は、次の

とおりであります。 

従業員給料・ 

賞与 
1,063,762千円 

照明冷暖房費 238,792千円 

賃借料 802,840千円 

支払報酬 292,591千円 

 

 

 

※３ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益 

ゴルフ会員権 
売却益 

2,142千円 

 

 

※４ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益のうち主なもの 

土地売却益 7,736千円 
 

※４ 特別利益の主要項目 

固定資産売却益 

ゴルフ会員権 
売却益 

2,142千円 

 

関係会社株式売却益 
東西キャピタル
株式売却益 

34,566千円 

 
 

※４ 特別損失の主要項目 

店舗閉鎖損失 

福岡東店他 8,963千円 

固定資産評価損 

電話加入権 8,681千円 

 

※５ 特別損失の主要項目 

事業所移転損失のうち主なもの 

東京本社移転費用 31,758千円 

固定資産除却損のうち主なもの 

ソフトウェア 3,315千円 

 

※５ 特別損失の主要項目 

店舗閉鎖損失 

福岡東店他 12,017千円 

固定資産評価損 

電話加入権 8,681千円 
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(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３月１日 至 平成18年８月31日) 

１．発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式（株） 135,741,000 231,000 ― 135,972,000 

（注）当中間連結会計期間における増加理由は、ストックオプションの行使によるものです。 

 

２．自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末 

普通株式（株） 1,506,528  900 492,075 1,015,353 

（注）１．当中間連結会計期間における増加理由は、単元未満株式の買取りによるものです。 

   ２．当中間連結会計期間における減少理由は、㈱ジャクスタポーズとの株式交換によるものです。 

 

３．新株予約権等に関する事項 

目的となる株式の数(株) 

会社名 内訳 
目的となる

株式の種類 前連結会計 

年度末 
増加 減少 

当中間連結 

会計期間末 

当中間連結会

計期間末残高 

(千円) 

平成15年 

新株予約権 
普通株式 2,566,000  231,000 2,335,000 ― ㈱アポロ・イ

ンベストメン

ト 
平成17年 

新株予約権 
普通株式 21,670,000   21,670,000 27,520 

㈱オーエー・

システム・プ

ラザ 

― ― ― ― ― ― 12,100 

合計 24,236,000 ― 231,000 24,005,000 39,620 

（注）１．目的となる株式の数は、権利行使可能数を記載しております｡ 

   ２．当中間連結会計期間における増加理由は、㈱オーエー・システム・プラザを当中間連結会計期間より連

結子会社に含めることとしたためです。 

３．当中間連結会計期間における減少理由は、ストックオプションの行使によるものです。 



    ―  ― 36 

(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３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28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 

 

現金及び預金 4,789,403千円 

預け金 

(流動資産その他) 
22,641千円 

投資事業組合に対

する当社及び連結

子会社出資持分額 

△98,274千円 

担保に供している 

定期預金 
△42,533千円 

現金及び現金同等

物 
4,671,236千円 

   

※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 7,382,842千円 

預け金 862千円 

預入期間３ヶ月超

の定期預金 
△197,205千円 

現金及び現金同等

物 
7,186,498千円 

  
 

※１ 現金及び現金同等物の中間

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 5,734,311千円 

預け金 

(流動資産その他) 
54,444千円 

投資事業組合に対

する当社及び連結

子会社出資持分額 

△64,756千円 

預入期間３ヶ月超

の定期預金 
△185,201千円 

現金及び現金同等

物 
5,538,797千円 

  
 

※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

負債の内訳ならびに株式の取得価

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。 

 

㈱ディーアンドアール・インテグレ

イツ(DRI)（平成17年８月31日） 

流動資産 102,528千円 

固定資産 37,140千円 

連結調整勘定 148,210千円 

流動負債 △62,844千円 

固定負債 △7,373千円 

少数株主持分 △14,862千円 

㈱DRI株式の取得

価額 
202,800千円 

㈱DRIの現金及び

現金同等物 
△39,219千円 

差引：㈱DRI取得

のための支出 
163,580千円 

  

 

 

 

 

※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

負債の内訳 

 株式交換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

債の内訳なら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。 

 

㈱ジャクスタポーズ 

（平成18年８月31日） 

流動資産 253,388千円 

固定資産 9,954千円 

連結調整勘定 138,141千円 

流動負債 △109,370千円 

固定負債 △129,564千円 

㈱ジャクスタ

ポーズ株式の

取得価額 

162,549千円 

株式交換によ

り割当てた自

己株式 

△111,799千円 

㈱ジャクスタ

ポーズの現金

及び現金同等

物 

△114,923千円 

差引：㈱ジャ

クスタポーズ

取得による収

入 

64,173千円 

  
 

 
※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

及び負債の内訳ならびに株式の

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。 

 

㈱ディーアンドアール・インテグレ

イツ(DRI)（平成17年８月31日） 

流動資産 102,528千円 

固定資産 37,140千円 

連結調整勘定 148,210千円 

流動負債 △62,844千円 

固定負債 △7,373千円 

少数株主持分 △14,862千円 

㈱DRI株式の取

得価額 
202,800千円 

㈱DRIの現金及

び現金同等物 
△39,219千円 

差引：㈱DRI取

得のための支

出 

163,580千円 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

――― ――― 

 

 

㈱ダイヤモンドエージェンシー 

（平成18年２月28日） 

流動資産 855,397千円 

固定資産 73,945千円 

繰延資産 4,536千円 

連結調整勘定 210,432千円 

流動負債 △854,703千円 

固定負債 △259,609千円 

㈱ダイヤモン

ドエージェン

シー株式の取

得価額 

30,000千円 

㈱ダイヤモン

ドエージェン

シーの現金及

び現金同等物 

△253,481千円 

差引：㈱ダイ

ヤモンドエー

ジェンシー取

得による収入 

△223,481千円 

 

同興紡績㈱ 

（平成18年２月28日） 

流動資産 4,673,451千円 

固定資産 5,752,599千円 

繰延資産 3,001千円 

連結調整勘定 268,820千円 

流動負債 △977,744千円 

固定負債 △4,557,922千円 

少数株主持分 △2,305,762千円 

同興紡績㈱株

式の取得価額 
2,856,442千円 

同興紡績㈱の

現金及び 

現金同等物 

△3,835,760千円 

差引：同興紡

績㈱取得によ

る収入 

△979,318千円 
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（セグメント情報） 

１.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３月１日 至 平成17年８月31日) 

 
婦人子供服 

販売事業 

（千円） 

投資事業 

（千円） 

ＩＴｿﾘｭｰｼｮﾝ 

事業（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社

（千円） 

連結 

（千円） 

売上高及び営業損益       

  売上高       

(1)外部顧客に対する 
売上高 

2,920,351 207,737 1,365,301 4,493,390 - 4,493,390 

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
- 27,236 - 27,236 (27,236) - 

計 2,920,351 234,974 1,365,301 4,520,627 (27,236) 4,493,390 

営業費用 2,867,110 105,062 1,317,764 4,289,937 51,149 4,341,086 

営業利益又は 

営業損失（△） 
53,241 129,911 47,536 230,690 （78,385) 152,304 

(注)１ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

  ２ 各事業区分の主な内容 

(1) 婦人子供服販売事業・・・・・婦人服、肌着、子供服、服飾雑貨 

(2) 投資事業・・・・・・・・・・有価証券売買、貸付 

(3) ＩＴソリーション事業・・・・ＩＴスタッフィング、システムコンサルティング、インタラクティブ 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（89,162千円）の主なものは、親会社管

理部門に係る費用であります。 
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当中間連結会計期間(自 平成18年３月１日 至 平成18年８月31日) 
 婦人子供服 

販売事業 

（千円） 

投資事業 

（千円） 

ＩＴｿﾘｭｰ

ｼｮﾝ事業 

（千円） 

広告事業 

（千円） 

ＰＣ 

販売事業 

（千円） 

不動産 

賃貸事業 

（千円） 

繊維事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連 結 

（千円） 

 売上高及び営業損益           

  売上高           

(1)外部顧客に対する 

売上高 
2,884,870 13,016 1,233,147 1,710,921 3,653,606 309,187 641,422 10,446,173 ― 10,446,173 

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― 29,020 19,541 19,126 ― ― ― 67,687 (67,687) ― 

計 2,884,870 42,036 1,252,689 1,730,048 3,653,606 309,187 641,422 10,513,861 (67,687) 10,446,173 

営業費用 2,806,066 489,888 1,106,461 1,666,092 3,687,708 158,945 742,018 10,657,182 51,938 10,709,120 

営業利益又は 

営業損失（△） 
78,803 △447,851 146,227 63,955 △34,102 150,242 △100,596 △143,320 (119,626) △262,946 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な内容 

(1) 婦人子供服販売事業・・・・・婦人服、肌着、子供服、服飾雑貨 

(2) 投資事業・・・・・・・・・・有価証券売買、貸付 

(3) ＩＴソリーション事業・・・・ＩＴスタッフィング、システムコンサルティング、インタラクティブ 

(4) 広告事業・・・・・・・・・・新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、セールスプロモーション、映画、屋外、

交通、その他すべての広告業務取扱い及び広告表現に関する企画、制作

ならびにマーケティング、ＰＲ等のサービス活動の一切 

(5) ＰＣ販売事業・・・・・・・・パソコン、パソコン周辺機器 

(6) 不動産賃貸事業・・・・・・・不動産の賃貸 

(7) 繊維事業・・・・・・・・・・紡績糸、ニット、織物、縫製品 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（120,238千円）の主なものは、親会社管

理部門に係る費用であります。 

４ なお、当中間連結会計期間より、新たに連結子会社となった㈱オーエー・システム・プラザを「ＰＣ販売

事業」として当該セグメントを新設しております。 
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前連結会計年度(自 平成17年３月１日 至 平成18年２月28日) 
 婦人子供服 

販売事業 

（千円） 

投資事業 

（千円） 

ＩＴｿﾘｭｰｼｮﾝ

事業 

（千円） 

広告事業 

（千円） 

不動産 

賃貸事業 

（千円） 

繊維事業 

（千円） 

計 

（千円） 

消去又は全社 

（千円） 

連 結 

（千円） 

売上高及び営業損益 

  売上高 

(1)外部顧客に対する 

売上高 
5,847,279 864,219 2,597,538 ― ― ― 9,309,037 ― 9,309,037 

(2)セグメント間の内部 

売上高又は振替高 
― 43,738 11,923 ― ― ― 55,661 (55,661) ― 

計 5,847,279 907,957 2,609,461 ― ― ― 9,364,699 (55,661) 9,309,037 

営業費用 5,725,232 332,334 2,506,127 ― ― ― 8,563,694 168,033 8,731,727 

営業利益又は 

営業損失（△） 
122,046 575,623 103,333 ― ― ― 801,004 (223,694) 577,309 

(注) １ 事業の区分は、内部管理上採用している区分によっております。 

２ 各事業区分の主な内容 

(1) 婦人子供服販売事業・・・・・婦人服、肌着、子供服、服飾雑貨 

(2) 投資事業・・・・・・・・・・有価証券売買、貸付 

(3) ＩＴソリーション事業・・・・ＩＴスタッフィング、システムコンサルティング、インタラクティブ 

(4) 広告事業・・・・・・・・・・新聞、雑誌、ラジオ、テレビ、セールスプロモーション、映画、屋外、

交通、その他すべての広告業務取扱い及び広告表現に関する企画、制作

ならびにマーケティング、ＰＲ等のサービス活動の一切 

(5) 不動産賃貸事業・・・・・・・不動産の賃貸 

(6) 繊維事業・・・・・・・・・・紡績糸、ニット、織物、縫製品 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用（240,392千円）の主なものは、親会社管

理部門に係る費用であります。 

４ なお、当連結会計年度より、新たに連結子会社となった㈱ダイヤモンドエージェンシーを「広告事業」、

同興ニット㈱を「繊維事業」、同興紡績㈱を「繊維事業」及び「不動産賃貸事業」として当該セグメント

を新設しております。 

２.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３月1日 至 平成17年８月31日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外店舗がないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間(自 平成18年３月1日 至 平成18年８月31日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外店舗がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度  (自 平成17年３月1日 至 平成18年２月28日) 

本邦以外の国または地域に所在する連結子会社及び在外店舗がないため、該当事項はありません。 

３.海外売上高 

前中間連結会計期間(自 平成17年３月1日 至 平成17年８月31日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間(自 平成18年３月1日 至 平成18年８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３月1日 至 平成18年２月28日) 

海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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(リース取引関係) 

前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

――― （貸主側） 

オペレーティング・リース取引 

１ 未経過リース料 

１年以内 395,714千円 

１年超 518,045千円 

合計 913,759千円 
 

（貸主側） 

オペレーティング・リース取引 

１ 未経過リース料 

１年以内 395,714千円 

１年超 715,902千円 

合計 1,111,616千円 
    

 

(有価証券関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年８月31日) 
 
１ 時価のある有価証券 

区分 取得原価（千円） 
中間貸借対照表計上額 

（千円） 
差額（千円） 

その他有価証券 

株式 

 

589,020 

 

1,789,757 

 

1,200,737  

計 589,020 1,789,757 1,200,737 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場外国債券 

 

107,500 

計 107,500 
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当中間連結会計期間末(平成18年８月31日) 

１ 時価のある有価証券 

区分 
中間連結貸借対照表 

計上額（千円） 
時価（千円） 差額（千円） 

（1）満期保有目的の債券 

①国債 

 

10,007 

 

9,971 

 

△36 

計 10,007 9,971 △36 

区分 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表 

計上額（千円） 
差額（千円） 

（2）その他有価証券 

①株式 

②その他 

 

1,635,044 

214,457 

 

1,509,844 

241,232 

 

△125,200 

26,774 

計 1,849,502 1,751,076 △98,426 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

内容 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

①非上場株式 

②非上場外国債券 

③その他 

 

318,583 

122,100 

40,642 

計 481,325 
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前連結会計年度末(平成18年２月28日) 

1 時価のある有価証券 

区分 連結貸借対照表計上額 

（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

（1）満期保有目的の債券 

①国債 

 

10,010 

 

10,004 

 

△5 

計 10,010 10,004 △5 

区分 取得原価（千円） 連結貸借対照表計上額 

（千円） 

差額（千円） 

（2）その他有価証券 

①株式 

②その他 

 

527,389 

371,303 

 

548,269 

1,074,036 

 

20,880 

702,733 

計 898,692 1,622,305 723,613 

 

２ 時価評価されていない主な有価証券 

内容 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

①非上場株式 

②非上場外国債券 

③その他 

 

314,183 

120,400 

40,210 

計 474,793 
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(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成17年８月31日) 

 当グループは、デリバティブ取引をまったく利用し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末(平成18年８月31日) 

 

デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

１ 通貨関連 

種類 
契約額等 

（千円） 

契約額等のうち 

１年超（千円） 
時価（千円） 評価損益（千円） 

為替予約取引 

買建 

 

47,600 

 

20,400 

 

51,224 

 

3,624 

合計 47,600 20,400 51,224 3,624 

 

２ 金利関連 

種類 
契約額等 

（千円） 

契約額等のうち 

１年超（千円） 
時価（千円） 評価損益（千円） 

スワップ取引 25,000 15,000 △282 △282 

合計 25,000 15,000 △282 △282 

(注) １ 時価の算定方法 

時価は、各取引を締結している金融機関より提示された価格によっております。 

２ ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 

 

前連結会計年度末(平成18年２月28日) 

 該当事項はありません。 

 なお、金利スワップ取引を行っておりますが、いずれもヘッジ会計を適用しておりますので注記の対

象から除いております。 
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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３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１株当たり純資産額 72円01銭 82円04銭 90円01銭 

１株当たり中間純利益 
又は中間(当期)純損失(△) 

0円91銭 △3円94銭 3円97銭 

潜在株式調整後１株当たり 
中間（当期）純利益 

0円64銭 

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。 

3円40銭 

(注) １株当たり中間純利益又は中間(当期)純損失及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金額の算

定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

中間純利益又は中間(当期)純損失(△) 78,981千円 △529,690千円 413,928千円 

普通株式に係る中間純利益又は中間
(当期)純損失(△) 

78,981千円 △529,690千円 413,928千円 

普通株主に帰属しない金額 ― ― ― 

普通株式の期中平均株式数 86,704千株 134,575千株 104,168千株 

中間(当期)純利益調整額 △2,778千円 ― △2,095千円 

普通株式増加数 
新株予約権 

40,356千株 ― 17,028千株 

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(当期)純利益の
算定に含めなかった潜在株式の概要 

――― 
新株予約権４種類 
(株式の数21,670千株) 

新株予約権３種類 
(株式の数18,000千株) 
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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３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

１ 第三者割当による新株予約権 
  平成17年８月29日開催の取締役
会において、商法第280条ノ20
の規定に基づく新株予約権の発
行を決議し、平成17年９月27日
に下記のとおり発行しておりま
す。 

 
 (1) 新株予約権の発行数 
   4,500個 
 (2) 新株予約権割当の対象者 
 Finet  Group Limited     500個 
 株式会社アーティストハウス 

500個 
 株式会社アルファ・ 
 インベストメント         500個 
 ストラテジックキャピタル 
 パートナーズ株式会社   500個 
 ドリーム・アセット・ 
 マネジメント株式会社    500個 
 株式会社ケイシュウ 
 キャピタル               500個 
 有限会社東西コンサル 
 ティング                 500個 
 ファースト・パートナーズ 
 ・グループ株式会社      500個 
 平山達大         500個 
 (3) 新株予約権発行の要領 
  ① 新株予約権の目的となる株

式の種類及び数 
当社普通株式4,500,000株
(新株予約権１個につき
1,000株)。 

    なお、新株予約権発行後、
行使価額の調整が行われた
場合、次の算式により目的
となる株式数を調整するも
のとする。ただし、かかる
調整は本新株予約権のう
ち、当該時点で権利行使さ
れていない新株予約権の目
的となる株式の数について
のみ行われ、調整による１
株未満の端数は切り捨てる
ものとする。 

調整前払込金額 調整後

株式数
＝
調整前

株式数
× 
調整後払込金額 

  ② 新株予約権の発行価額 
    総額27,000,000円(１個当

たり6,000円。本新株予約
権の目的たる株式１株当た
り6円) 

  ③ 新株予約権の行使に際して
払込をすべき金額 
新株予約権１個につき
223,000円。(１株につき
223円) 

 
 

１ 連結子会社（同興紡績株式会
社）の第三者割当増資 
連結子会社の同興紡績株式会
社（以下「同興紡績」）は平
成18年９月19日開催の取締役
会において、第三者割当増資
を決議いたしました。当該第
三者割当増資の内容は以下の
とおりであります。 
 

(1) 発行株式数 
普通株式10,000千株 

(2) 発行価額 
1株につき金200円 

(3) 発行価額の総額 
2,000,000千円 

(4) 資本組入額 
1株につき金100円 

(5) 払込期日 
平成18年10月31日 

(6) 割当先 
田中大輔  7,500千株 
当社    1,000千株 
その他   1,500千株 

(7) 資金の使途 
不動産事業にかかるＭ＆Ａ等
を含めた不動産事業拡大のた
めの資金に充当する予定であ
ります。 

(8) 増資後の当社持分比率 
40.65％ 
平成18年11月22日開催予
定の同興紡績の臨時株主総
会において当社取締役およ
び使用人の計４名が同社の
取締役に選任される予定で
あります。その結果、同社
の取締役会の過半数を当社
の取締役が占めることとな
り、同社は引き続き当社の
連結子会社としての位置づ
けを維持することとなりま
す。 

 
 

１ 株式譲渡及び簡易株式交換によ
る株式会社ジャクスタポーズの
完全子会社化 
当社は、平成18年５月12日開催
の当社取締役会において、株式
会社ジャクスタポーズの発行済
株式200株のうち、65株を平成
18年５月19日付で譲り受け、残
余の株式135株を平成18年７月1
日付で簡易株式交換によって取
得することにより、同社を完全
子会社化することを決議し、株
式譲渡契約書及び株式交換契約
書を締結いたしました。 
 
(1) 完全子会社化の目的 
連結子会社である株式会社エル
メ・リィーテイル（現 株式会
社エルメ）の服飾リーテイル部
門を服飾・宝飾の総合ファッ
ション事業へと変革し、当社グ
ループ全体の企業価値を高める
ことを目的としております。 
(2)株式譲渡の内容 
① 株式譲渡の内容 
譲渡人：株式会社ジャクスタ

ポーズ個人株主 
取得する株式の種類： 

普通株式 
取得する株式の総数：65株 

② 株式譲渡の日程 

平成18年
5月12日 

当社取締役会決議 

平成18年
5月12日 

株式会社ジャクスタ
ポーズ取締役会決
議 

平成18年
5月12日 

株式譲渡契約書の
締結 

平成18年
5月19日 

株式取得 

(3) 株式交換の内容 

① 株式交換の相手会社の名称
等 

名称 株式会社ジャクス
タポーズ 

代表者 代表取締役社長 
松浦 清 

本店の
所在地 

東京都港区芝公園
三丁目６番22号 

資本金 10,000千円 
（平成17年８月31
日現在） 

事業の
内容 

宝石・貴金属の販
売、紳士・婦人用
舶来用品雑貨の販
売 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

    なお、新株予約権発行後、
当社が株式分割または株式
併合を行う場合は、次の算
式により１株当たりの払い
込み金額を調整し、調整に
より生じる１円未満の端数
は切り上げる。 

1 
 調整後 
払込金額 

＝ 
調整前 
払込金額 

× 株式分割・株式併
合の比率 

本新株予約権発行後、当社
が時価を下回る価額で新株
の発行または自己株式の処
分(新株予約権の行使によ
り新株式を発行する場合を
除く。)をするときは、次
の算式により１株当たりの
払込金額を調整し、調整に
より生じる１円未満の端数
は切り上げる。 
なお、次の算式において
「既発行株式数」とは、当
社の発行済株式数から当社
の保有する自己株式数を控
除した株式をいうものと
し、自己株式を処分する場
合には「新規発行株式数」
を「処分する自己株式数」
に読み替えるものとする。 

    
新規発行
株式数 

×
１株当たり
払込金額 既発行

株式数
＋ 

新規発行前の時価 
調整後 
払込金額

＝
調整前 
払込金額

×
既発行 
株式数 

＋
新規発行 
株式数 

    また、当社が資本の減少、
合併、会社分割を行う場
合、または当社が他社と株
式交換を行い完全親会社に
なる場合など、１株当たり
の払込金額の調整を必要と
する止むを得ない事由が生
じたときは、資本の減少、
合併、会社分割または株式
交換等の条件等を勘案の
上、当社が合理的な範囲で
１株当たりの払込金額を調
整するものとする。 

  ④ 新株予約権を行使すること
ができる期間 

    平成17年10月３日から平成
19年10月２日まで。 

    ただし、行使期間の最終日
が会社の休日に当たるとき
は、その前営業日を最終日
とする。 

  ⑤ 新株予約権の行使の条件 
    １個の新株予約権につき、

一部行使は出来ないものと
する。 

 
 
 

２ 連結子会社である株式会社同興

紡績による株式会社グローバル

コーポレーションの株式取得に

よる子会社化 

連結子会社である同興紡績株

式会社（以下「同興紡績」）

は、平成18年10月２日開催の

取締役会決議に基づき、平成

18年10月13日付けで株式会社

グローバルコーポレーション

（以下「グローバルコーポ

レーション」）の株式22,100

株（発行済み株式100％）を

1,950百万円で取得し、完全子

会社化いたしました。 
 

(1) 子会社化の目的 
グローバルコーポレーション
は、創業以来一貫して、不動産
全般に関する調査・分析ならび
に提案を行うコンサルティング
サービスを展開しております。 
今回、グローバルコーポレー
ションの株式を取得し、同社を
完全子会社化すると同時に、平
成18年11月22日開催予定の同興
紡績臨時株主総会において、同
社から役員２名を不動産事業担
当取締役として選任することに
より、不動産事業を繊維事業に
並ぶ同興紡績グループの基幹事
業に育て、ひいては同興紡績グ
ループの企業価値の向上を図る
ことを目的にしております。 
 

(2) グローバルコーポレーションの

概要 
① 所在地 

 東京都千代田区丸の内一

丁目８番２号 

② 資本金：176,510千円 

③ 主な事業内容 

 不動産の取引及び土地、

建物の有効利用に関する

コンサルタント業 

④ 連結売上高：1,346百万円 

(平成18年３月期) 

 
 

②株式交換の日程 

平成18年

5月12日 

当社取締役会決議 

平成18年

5月12日 

株式会社ジャクスタ

ポーズ取締役会決

議 

平成18年

5月12日 

株式交換契約書の

締結 

平成18年

６月９日

（予定） 

株式交換に関する

株主に対する公告 

平成18年

７月１日

（予定） 

株式交換期日 

(注) 当社は、会社法第 796条第

３項の規定に基づき、株主総

会の決議を必要としない簡易

株式交換の手続きにより株式

交換を行います。 

③ 株式交換比率 

株式会社ジャクスタポーズ

の株式 1株に対し、当社株

式3,645株を割当てます。 

④ 株式会社ジャクスタポーズ

の最近事業年度における業

績の動向 

決算期 

平成 

15年 

８月期 

平成 

16年 

８月期 

平成 

17年 

８月期 

売上高 

(百万円）

 

114 189 200 

営業利益 

(百万円）

 

― 21 6 

経常利益 

(百万円）

 

― 19 3 

当期純利 

益 

(百万円）

1 8 1 

１株当り 

当期純利 

益 (円) 

9,790 

円 

40,819 

円 

8,206 

円 

１株当り 

年間配当 

金 

― ― ― 

１株当り 

株主資本 

（円）

328,322 369,142 377,348 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

  ⑥ 新株予約権の消却事由及び
条件 

    当社が、合併により消滅会
社となる場合、合併効力発
生日以前に新株予約権を無
償で消却する。 

  ⑦ 新株予約権の譲渡制限 
    新株予約権の譲渡について

は、当社取締役会の承認を
要するものとする。 

 
２ 株式会社オーエー・システム・
プラザの株式の追加取得につい
て 
平成17年10月24日開催の取締
役会において、株式会社オー
エー・システム・プラザ（以
下、ＯＡシステムプラザ）の
第三者割当増資および新株予
約権を引き受けることを決議
いたしました。 
 

(1) 経営権取得の目的 
当社グループの主要なメンバー
の一員としてグループ内各社及
び協力関係にある他の会社との
協働関係を構築し、さらなる飛
躍を目指し、パソコンやＯＡ機
器その他周辺機器などの販売事
業の維持そして強化成長のため
に、アポログループのネット
ワークを使い、マーケットの拡
大を図ってまいります。 

(2) ＯＡシステムプラザの概要 
所在地 ：名古屋市中区大井町

３番20号 
資本金 ：2,013百万円 
主な事業：パソコン、コン

ピューターソフト、
その他周辺機器の販
売 

売上高 ：5,366百万円 
（平成17年３月期） 

(3) 本件の概要 
①  第三者割当増資引受の内容 
引受株式数： 
普通株式6,000,000株 
引受価額： 
１株につき金340円 
引受価額の総額： 
2,040百万円 
申込期日： 
平成18年１月30日 
払込期日： 
平成18年１月31日 
注）平成17年12月21日開催
予定のＯＡシステムプラザ
臨時株主総会の決議により
効力発生 

② 新株予約権引受の内容 
新株予約権の名称 ：株式
会社オーエー・システム・
プラザ 第４回新株予約権
（第三者割当） 

 

 ３  自己株式の取得について 
（会社法第165条第2項の規定に
よる定款の定めに基づく自己株
式の取得） 
当社は、平成18年10月２日開催

の取締役会において、会社法第

165条第3項の規定により読み替

えて適用される同法第156条の

規定に基づき、自己株式を取得

することを決議いたしました。 

 
(1) 自己株取得を行う理由 
１株当たりの株主価値の向上を
図るため。 
 

(2) 取得の内容 
① 取得する株式の種類 

 当社普通株式 

② 取得する株式の総数 

 200万株（上限） 

③ 株式の取得価額の総額 

 ２億５千万円（上限） 

④ 自己株式取得の日程 

 平成18年10月３日から平成

18年12月29日 

   
 

(2) 株式会社ジャレコとの資本・
業務提携契約 

当社は、平成 18年５月 12日

開催の当社取締役会において、

株式会社ジャレコと投資事業に

おける資本・業務提携を行うこ

とを決議し、同日資本・業務提

携の包括的基本契約である「基

本合意書」を締結いたしまし

た。 

①資本・業務提携の目的 

投資案件の相互斡旋や情報

交換を通じて、互いの投資

業務を支援補完し、もって

互いの投資事業において相

乗効果を得ることを目的と

しております。 

②相手会社の概要 

名称 株式会社ジャレコ 
代表者 代表取締役社長 

倉田 暁之 
本店の
所在地 

東京都港区六本木
一丁目９番９号 

資本金 4,133,00千円 
（平成18年４月30
日現在） 

事業の
内容 

ゲーム事業、不動
産事業、投資事業 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

新株予約権の目的たる株式
の種類及び数 ：株式会社
オーエー・システム・プラ
ザ 普通株式7,300,000株 
発行する新株予約権の
数 ：7,300個（新株予約
権１個当たりの目的となる
普通株式1,000株） 
新株予約権の発行価額 ：
１個当たり7,000円 
（１株当たり７円） 
新株予約権の発行総額 ：
51,100,000円 
新株予約権の申込期日 ：
平成18年１月30日 
新株予約権の払込期日 ：
平成18年１月31日 
新株予約権の権利行使金
額 ：１個当たり350,000
円（１株当たり350円） 
新株予約権の権利行使期
間 ：平成18年５月１日か
ら平成23年４月30日まで 
注）平成17年12月21日開催
予定のＯＡシステムプラザ
臨時株主総会の決議により
効力発生 

(4) 取得株式数及び取得前後の所有
株式の状況 

① 異動前の所有株式数：
6,940,000株（所有割合
20.47％、議決権の数
6,940個） 

②  取得株式数：6,000,000株
（議決権の数6,000個） 

③ 異動後の所有株式数：
12,940,000株（所有割合
32.42％、議決権の 数
12,940個） 

 
３  同興紡績株式会社の株式の追加
取得について 
平成17年10月20日開催の取締役
会において、同興紡績株式会社
（以下「同興紡績」という。）
の実施する第三者割当増資およ
び新株予約権を引き受けること
を決議いたしました。 
 

(1) 第三者割当増資引受の背景及
び理由 
同興紡績は、繊維事業部門に
おいて長い歴史と実績があ
り、また、不動産運用等によ
り安定した収益基盤を確立し
ております。さらに、社内カ
ンパニー制度により、昭和57
年にシステム部門（呼称“愛
北システムズ”）を立ち上
げ、非繊維部門においても多
数の優良クライアントを有し
ております。当社では、同社
のこれらの特徴に注目し、平
成17年６月、同社の株式の
12.51％ （1,351,000株）を 

――― ――― 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

取得しておりますが、この
度、同社の第三者割当増資を
引き受けることにより、アポ
ログループの主要なメンバー
の一員となり、すでに子会社
となっている、あるいは協力
関係にある他の会社との協働
体制を 構築し、さらに大きな
飛躍を目指すこととなりま
す。 

(2) 同興紡績の概要 
所在地：愛知県丹羽郡大口町
大字小口字野田野東16番地の3 
資本金：540百万円 
主な事業：繊維事業、システ
ム事業、不動産賃貸事業 
売上高：3,454百万円 

（平成17年３月期） 
(3) 本件の概要 
① 第三者割当増資引受の内容 
引受株式数： 
普通株式12,000,000株 
引受価額： 
１株につき金210円 
引受価額の総額： 
2,520百万円 
申込期日： 
平成18年１月26日 
払込期日： 
平成18年１月27日 
注）平成17年12月21日開催
予定 

② 新株予約権引受の内容 
新株予約権の名称：同興紡
績株式会社 第1回新株予
約権 
新株予約権の目的たる株式
の種類及び数： 
同興紡績株式会社 
普通株式3,000,000株 
発行する新株予約権の数：
3,000個（新株予約権１個
当たりの目的となる普通株
式1,000株） 
新株予約権の発行価額： 
無償 
新株予約権の権利行使金
額：１個当たり210,000円
（１株当たり210円） 
新株予約権の権利行使期

間：平成18年４月27日から

平成27年４月26日まで 

注）平成17年12月22日開催

予定の同興紡績臨時株主総 
会の決議により効力発生 

(4) 取得株式数及び取得前後の所
有株式の状況 
①異動前の所有株式数：
1,351,000株（所有割合
12,51％、議決権の数1,351
個） 

②取得株式数：12,000,000株
（議決権の数12,000個） 
 

――― ――― 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

③異動後の所有株式数：
13,351,000株（所有割合
52.77％ 、 議 決 権 の 数
13,351個） 

４ 株主割当による新株予約権の無
償発行 

  平成17年７月22日開催の取締役
会において、商法第280条ノ20
の規定に基づく新株予約権の発
行を決議し、平成17年８月31日
最終の株主名簿および実質株主
名簿に記載または記録された株
主を対象に、各株主の所有株式
5,000株につき１個の新株予約
権の引受権を割当て(１個に満
たない本新株予約権は切り捨て
とする。)、申し込み期間内に
申し込みがあった者に対して、
平成17年11月15日に下記の通り
発行する予定であります。 

 
 (1) 新株予約権の発行数 
   24,000個 
 (2) 新株予約権割当の対象者 
   株主数2,916名 
 (3) 新株予約権発行の要領 
  ① 新株予約権の目的となる株

式の種類及び数 
    当社普通株式24,000,000株

(新株予約権１個につき
1,000株)。 

    なお、新株予約権発行後、
行使価額の調整が行われた
場合、次の算式により目的
となる株式数を調整するも
のとする。ただし、かかる
調整は本新株予約権のう
ち、当該時点で権利行使さ
れていない新株予約権の目
的となる株式の数について
のみ行われ、調整による１
株未満の端数は切り捨てる
ものとする。 

調整前払込金額 調整後

株式数
＝
調整前

株式数
× 
調整後払込金額 

  ② 新株予約権の発行価額 
    無償で発行するものとす

る。 
  ③ 新株予約権の行使に際して

払込をすべき金額 
新株予約権１個につき
195,000円。(１株につき
195円) 
なお、新株予約権発行後、
当社が株式分割または株式
併合を行う場合は、次の算
式により１株当たりの払い
込み金額を調整し、調整に
より生じる１円未満の端数
は切り上げる。 

1 
 調整後 
払込金額 

＝ 
調整前 
払込金額 

× 株式分割・株式併
合の比率 

本新株予約権発行後、当社
が時価を下回る価額で新株
の発行または自己株式の処 

――― ――― 
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前中間連結会計期間 
(自 平成17年３月１日 
至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 
(自 平成18年３月１日 
至 平成18年８月31日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年３月１日 
至 平成18年２月28日) 

分(新株予約権の行使によ
り新株式を発行する場合を
除く。)をするときは、次
の算式により１株当たりの
払込金額を調整し、調整に
より生じる１円未満の端数
は切り上げる。なお、次の
算式において「既発行株式
数」とは、当社の発行済株
式数から当社の保有する自
己株式数を控除した株式を
いうものとし、自己株式を
処分する場合には「新規発
行株式数」を「処分する自
己株式数」に読み替えるも
のとする。 

    
新規発行
株式数 

×
１株当たり
払込金額 既発行

株式数
＋

新規発行前の時価 
調整後 
払込金額

＝
調整前 
払込金額

×
既発行
株式数

＋
新規発行 
株式数 

また、当社が資本の減
少、合併、会社分割を行

う場合、または当社が他

社と株式交換を行い完全

親会社になる場合など、

１株当たりの払込金額の

調整を必要とする止むを

得ない事由が生じたとき

は、資本の減少、合併、

会社分割または株式交換

等の条件等を勘案の上、

当社が合理的な範囲で１

株当たりの払込金額を調
整するものとする。 

④ 新株予約権を行使するこ
とができる期間 

  平成17年12月14日から平

成18年２月15日まで。 

⑤ 新株予約権の行使の条件 
各新株予約権は、行使期間 
中に一度限り行われるも

のとする。 
各新株予約権の行使にあ
たっては、行使権利者の任
意により全部または一部の
みを行使できるものとする
が、一部のみを行使した場
合には、行使しなかった新
株予約権についてはその権
利を放棄したものとみな
す。 
 

――― ――― 

(2) 【その他】 

 訴訟 

 当社の連結子会社である同興紡績㈱は、大阪市都島区のユキｆリングに対し寄託済の仕掛品等の返還

を求める訴訟を平成17年９月29日に大阪地方裁判所宛提起し、現在係争中であります。 
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５.生産、受注及び販売の状況 

(1)販売実績 

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

前中間連結会計期間 

(自 平成17年３月1日 

至 平成17年８月31日) 

当中間連結会計期間 

(自 平成18年３月1日 

至 平成18年８月31日) 

比較増減 事業の種類別 

セグメントの名称 
金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 前年同期比(％) 

婦人子供服販売事業 2,920,351 2,884,870 △35,481 △1.2 

投資事業 207,737 13,016 194,720 △93.7 

ITソリューション事業 1,365,301 1,233,147 132,153 △9.7 

広告事業 ― 1,710,921 1,710,921 ― 

ＰＣ販売事業 ― 3,653,606 3,653,606 ― 

不動産賃貸事業 ― 309,187 309,187 ― 

繊維事業 ― 641,422 641,422 ― 

合 計 4,493,390 10,446,173 5,952,782 +132.48 

(注) １ セグメント間取引については、相殺消去しております。 

２ 上記金額には、消費税等は含まれておりません。 

 


