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１．平成18年9月中間期の連結業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日） 

(1)連結経営成績 

 売 上 高       営 業 利 益       経 常 利 益       

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

平成18年9月中間期 8,064 △ 2.7 541 22.3 453 28.6 

平成17年9月中間期 8,288 △ 4.5 442 5.7 352 6.5 

平成18年3月期 15,313 － 776 － 516 － 

 

 中間（当期）純利益 
１株当たり中間 

（当期）純利益 

潜在株式調整後１株当 

たり中間（当期）純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭

平成18年9月中間期 247 － 9 28 － 

平成17年9月中間期  △ 590 － △ 22 16 － 

平成18年3月期 △ 495 － △ 18 60 － 

(注)①持分法投資損益    18年9月中間期   ―  百万円  17年9月中間期   ―  百万円  18年3月期   ―  百万円 

②期中平均株式数(連結) 18年9月中間期 26,644,941株  17年9月中間期 26,655,948株  18年3月期 26,652,697株 

③会計処理の方法の変更 無  

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率 

(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

 百万円 百万円 ％ 円 銭

平成18年9月中間期 18,052 5,119 28.4 192 15 

平成17年9月中間期 18,900 4,819 25.5 180 82 

平成18年3月期 17,629 4,913 27.9 184 39 

(注)期末発行済株式数(連結) 18年9月中間期 26,643,670 株  17年9月中間期 26,653,262株  18年3月期 26,647,716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       

 百万円 百万円 百万円 百万円

平成18年9月中間期 403 6 △ 741 1,517 

平成17年9月中間期 163 877 △1,485 1,360 

平成18年3月期 1,045 915 △1,916 1,850 

(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  2 社  持分法適用非連結子会社数  －社  持分法適用関連会社数  －社 

(5)連結範囲及び持分法の適用の異動状況 

 連結(新規) －社   (除外) －社 持分法(新規) －社   (除外) －社 

 

２．平成19年3月期の連結業績予想（平成18年4月1日～平成19年3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 15,000 555 293 

(参考)１株当たり予想当期純利益（通期）10円99銭 

※上記の予想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予想数値と異なる結果となる可能性があります。 

 

－  － 
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１．企業集団の状況 

 当社グループ(当社及び連結子会社)は、当社及び子会社２社で構成され、洋傘、毛皮、宝飾品、その

他のアクセントファッション商品の企画、製造、仕入、販売を主な内容としております。 

 各事業における当社グループ各社の位置づけは、次のとおりであります。 

〔衣服装飾品事業〕 

毛皮商品……当社が企画し国内外のメーカーに発注し製造された商品を仕入販売しております。 

宝飾商品……当社が企画し国内外のメーカーに発注し製造された商品を仕入販売しております。 

〔身回り品事業〕 

洋傘商品……当社が企画・発注した商品を販売するほか、子会社日本洋傘センター㈱が製造し、そ

れを当社で仕入・販売しております。 

洋品商品……当社が企画し国内外のメーカーに発注し製造された商品を仕入販売しております。 

帽子商品……当社が企画し国内外のメーカーに発注し製造された商品を仕入販売しております。 

 

 

 事業の系統図は次のとおりであります。 

 

 

製 品

商 品

 毛皮商品  宝飾商品  洋傘商品  洋品商品  帽子商品

 当 社

 得 意 先

   百 貨 店 専門店、その他チェーンストア

 日本洋傘センター㈱

そ の 他 

 エムビー情報サービス㈱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

連結子会社  

日 本 洋 傘 セ ン タ ー ㈱               洋傘の製造・加工・販売 

エ ム ビ ー 情 報 サ ー ビ ス ㈱               通信・情報処理システムの開発・販売 

 

－  － 
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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、洋傘・洋品を中心とした、アクセントファッションの創造者として消費者の多様

なニーズに応えるべく、商品企画から販売までの一貫システムをもって様々な商品を社会に送り出し

高い評価を得てまいりました。さらに今後も消費者マインドをより早期に、より的確に把握し、

ファッショントレンドをリードする高品質で高感覚な商品の開発と、サービスの向上を通じて業績の

向上を実現し、株主・取引先・社員との共存共栄と社会への一層の貢献を果たすことを経営方針とし

て活動してまいります。 

 

(２)会社の利益配分に関する基本方針 

利益配当の現状につきましては、収益基盤の確立と財務体質の強化に努め、安定した配当の維持・

継続が、株主の皆様に対する も重要な責務の一つと考えております。 

基本的な考え方といたしましては、経営環境・業績等を勘案し、株主の皆様への利益還元と内部留

保の充実とのバランスを考慮して決定すべきものと考えております。 

なお、期末の配当金につきましては、１株につき１円５０銭を計画いたしております。 

 

(３)目標とする経営指標ならびに中長期的な会社の経営戦略 

当社グループは、事業部制の運用強化による本業利益の確保に取り組むとともに、遊休資産の処分、

在庫の圧縮につとめ、資産の効率的運用を進めてまいりました。その結果として、期間損益で黒字体

質を確立しております。さらに、当中間連結会計期間末における在庫は３３億円でピーク時の４分の

１以下、有利子負債も９３億円とピーク時の３分の１以下の水準まで削減することができました。 

また、当社グループは、当中間連結会計期間においても主要販売先である百貨店における販売シェア

が拡大しておりますが、今後とも販売シェアの拡大を図るとともに、粗利益率を安定的に４０％超と

する事業戦略を進めてまいります。 

なお、当社グループは、前連結会計年度に固定資産の減損会計と不動産賃貸事業からの撤退を実施し、

当上半期にはアクセサリー事業からの撤退を実施いたしております。今後、事業効率化推進のための

人的・物的資産の集中をさらに進めてまいります。 

 

(４)会社の対処すべき課題 

市場では、価格の二極化の拡大に伴い、高額品から低価格帯に至るまで、お客様の多様なニーズに対

応した商品の提供が求められています。 

かかる環境下、当社グループは、お客様のニーズに即応した質の高いものづくりを一段と推進し、販

売シェアの拡大に努めるとともに、さらに徹底した経営の効率化により、安定的な収益を維持できる

企業基盤の構築に取り組んでまいります。 

 

－  － 
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３．経営成績及び財政状態 

(１)当中間連結会計期間の概況 

当中間連結会計期間における我が国経済は、企業収益の回復を背景に、設備投資が増加し、不動産価

格も主要都市を中心に上昇傾向が見られるなど、引き続き景気は回復傾向を維持しており、個人消費

も堅調に推移しております。 

当社グループの主要販売先である百貨店の売上高は、前年度は９年ぶりに前年比増加となりましたが、

当中間連結会計期間においては再び前年同期比減少に転じております。チェーンストアにおきまして

は、依然として売上高の減少傾向が止まるに至っておりません。 

このような環境下、当社グループでは引き続きお客様のニーズに合った商品を迅速かつ機動的に提供

できるものづくりと、「質」「効率」重視による収益体質の構築、さらには資産効率の改善に邁進い

たしました。 

売上高につきましては、降雨に恵まれましたことから洋傘の販売が好調に推移する一方で、パラソル

や帽子といった春夏物の商材の販売が伸び悩んだこと、及びアクセサリー事業からの撤退に伴う減少

要因などもあり、当中間連結売上高は８０億６４百万円と前年同期比２．７％の減収となりましたが、

百貨店向け販売につきましては引き続き堅調に推移しております。収益面では、返品調整引当金の積

み増しを８百万円実施いたしましたが、事業の一層の効率化を進めた結果として、粗利益率は前年同

期比２．０％改善され、販管費も１９百万円圧縮できましたことから、経常利益は４億５３百万円と

前年同期比２８．６％の増益となりました。中間純利益は、撤退いたしましたアクセサリー事業や提

携ブランドの廃止に伴う処分損等により、１億９８百万円の特別損失を計上し、２億４７百万円とな

りました。 

尚、事業部門別の状況は次のとおりであります。 

衣服装飾品（毛皮・宝飾品部門）につきましては、毛皮市場は、引き続きトレンドとして注目されて

おります。その中で、当社グループは、恒例であります６月の大型新作受注会にて「ミラ・ショー

ン」ブランドの積極展開を行うなど、他社との差別化を進めてまいりました結果、増収となりました。 

宝飾品市場は、特に高額品が活性化し、価格の二極化も拡大してまいりました。その中で、当社グ

ループは、企画商品の投入や新規専門店との取引開拓など進めてまいりましたが、減収となりました。 

また、当上半期にアクセサリー事業から撤退いたしましたことが大きな売上減少要因となっておりま

す。 

その結果、売上高は１１億７０百万円、営業損失は１億５２百万円となりました。 

身回り品（洋傘・洋品・帽子部門）につきましては、洋傘・レイングッズ市場は、降雨に恵まれて好

調に推移いたしましたが、逆にパラソル市場では、商品の立ち上がり時期である４～６月にかけて降

雨や気温の低い日が多かったこともあり、伸び悩みました。その中で、当社グループは、業界のトッ

プ企業として、市場への新鮮な商品企画の提案を行うなど販売力強化に努め、特に２００５年秋冬物

から導入いたしました「キャシャレル」ブランドも好調でした。主要販売先である百貨店における販

売シェアは拡大しましたものの、パラソルの販売不振を洋傘・レイングッズにて補いきれず、部門と

しては減収となりました。 

洋品市場は、大きなヒット商品はなかったものの、春物商戦が早期に立ち上がり、期初から同商材が

堅調に推移していたこと、及び春先の低温の影響もあり羽織物の需要が比較的堅調に推移いたしまし

た。その中で、当社グループの売上高もマーケット同様、堅調に推移し、主要販売先である百貨店に

おける販売シェアも拡大いたしました。 

洋品毛皮は、アパレルを中心に今年も毛皮小物がトレンドとなっており、アパレル業界との競合が激

しさを増す中、当社グループは増収となりました。 

帽子市場は、春夏物の立ち上がり時期である４～６月にかけて降雨の日が多かったこともあり、伸び

悩みました。特に大きなヒット商品はありませんでした。その中で、当社グループは低調なマーケッ

トにおいても新しい顧客需要を掘り起こすべく、オリジナル商品でトレンドなどを提案してまいりま

したが、全体を補うことができず、減収となりました。引き続き好調な「ヴィヴィアン・ウエスト

ウッド」ブランドのニット商品などが牽引となり、主要販売先である百貨店における販売シェアは拡

大いたしました。 

その結果、売上高は６８億９３百万円、営業利益は７億９５百万円を計上することができました。 

 

－  － 
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(２)財政状態 

当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況 

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、有利子負債の削減に

よる支出等がありましたものの、税金等調整前中間純利益が２億５４百万円（前年同期は税金等調整

前中間純損失５億６８百万円）と大きく増加したこと等により、前中間連結会計期間末に比べ１億５

６百万円増加（前年同期は１億３３百万円減少）し、当中間連結会計期間末には１５億１７百万円

（前年同期比１１．５％増）となりました。 

当中間連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

営業活動の結果得られた資金は４億３百万円（前年同期比１４６．５％増）となりました。これは

主に売上債権が増加したものの、仕入債務が増加したことと、税金等調整前中間純利益が大きく増加

したこと等によるものであります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

投資活動の結果得られた資金は６百万円（同比９９．２％減）となりました。これは主に貸付金の

回収による収入等によるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果使用した資金は７億４１百万円（前年同期は１４億８５百万円）となりました。こ

れは主に短期借入金減少額６８百万円（前年同期は４億７６百万円の減少）と、社債の発行及び償還

に伴う純減額１１億６０百万円（前年同期は０）、及び長期借入金の純増額５億３４百万円（前年同

期は９億６５百万円の純減）があったこと等によるものであります。 

 

 

(３)通期の見通し 

当下半期につきましては、暖冬となる予報もあり、秋冬物や防寒対応商品の販売には不透明感がある

こと、また、原材料の高騰、海外生産にかかる工賃の上昇など、コストを押し上げる要因も懸念され

ます。こうした中、尚一層消費者のニーズに即応し、販売シェアを高めると共に、更なる経営の効率

化を進めてまいります。 

通期の連結業績予想につきましては、売上高は１５０億円、経常利益は５億５５百万円、当期純利益

は２億９３百万円を計画しております。 

－  － 
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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９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（資産の部）    

Ⅰ 流動資産    

１．現金及び預金   1,360,914 1,517,883  1,850,107  
２．受取手形及び売掛

金 
※４  5,062,698 4,848,268  4,156,334

３．たな卸資産   3,827,934 3,252,383  3,169,686

４．前渡金   45,378 48,356  175,796

５．短期貸付金   169,040 126,037  149,132

６．その他 ※３  884,068 881,188  478,811

貸倒引当金   △199,070 △278,587  △56,795

流動資産合計   11,150,964 59.0 10,395,530 57.6  9,923,071 56.3

Ⅱ 固定資産    

１．有形固定資産 
※1・
2 

  

(1）建物及び構築物  655,016 612,583 631,541 

(2）機械装置及び運
搬具 

 10,057 10,342 11,340 

(3）工具器具備品  90,266 84,429 86,856 

(4）土地  3,826,325 4,581,665 3,826,325 4,533,680 3,826,325 4,556,063

２．無形固定資産    

(1）電話加入権等  19,481 19,481 24,158 24,158 22,338 22,338

３．投資その他の資産    

(1）投資有価証券  92,503 88,415 93,372 

(2）長期貸付金  329,047 336,197 330,022 

(3）敷金  434,520 433,978 434,410 

(4）保証金  2,197,303 2,167,114 2,167,195 

(5）その他  195,713 167,992 181,804 

貸倒引当金  △109,496 3,139,592 △115,571 3,078,127 △102,368 3,104,437

固定資産合計   7,740,739 41.0 7,635,966 42.3  7,682,839 43.6

Ⅲ 繰延資産    

１．社債発行費   9,244 21,159  24,066

繰延資産合計   9,244 0.0 21,159 0.1  24,066 0.1

資産合計   18,900,948 100.0 18,052,656 100.0  17,629,978 100.0

    

 

－  － 
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前中間連結会計期間末 
（平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成18年３月31日） 

区分 
注記
番号

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

（負債の部）    

Ⅰ 流動負債    

１．支払手形及び買掛金 ※４  2,547,698 2,375,554  1,967,203

２．短期借入金 ※２  2,229,610 1,777,819  2,402,993

３．一年内償還予定社債   3,130,000 －  1,460,000

４．未払金   234,080 248,737  226,541

５．未払費用   43,497 51,782  43,293

６．未払法人税等   15,358 25,637  20,874

７. 未払消費税等   － －  11,704

８．賞与引当金   154,591 179,610  135,264

９. 返品調整引当金   － 28,960  20,024

10．その他 ※３  454,967 448,126  37,115

流動負債合計   8,809,804 46.6 5,136,227 28.4  6,325,013 35.9

Ⅱ 固定負債    

１．社債   1,530,000 3,580,000  3,280,000

２．長期借入金 ※２  3,485,194 3,926,728  2,835,324

３．繰延税金負債   312 171  617

４．退職給付引当金   228,668 269,445  252,165

５．その他   27,333 20,329  23,053

固定負債合計   5,271,508 27.9 7,796,674 43.2  6,391,160 36.2

負債合計   14,081,312 74.5 12,932,902 71.6  12,716,173 72.1

    

（資本の部）    

Ⅰ 資本金   3,339,794 17.7 － －  3,339,794 18.9

Ⅱ 資本剰余金   1,039,578 5.5 － －  1,039,578 5.9

Ⅲ 利益剰余金   446,789 2.3 － －  541,609 3.1

Ⅳ その他有価証券評価差

額金 
  457 0.0 － －  904 0.0

Ⅴ 自己株式   △6,984 △0.0 － －  △8,081 △0.0

資本合計   4,819,635 25.5 － －  4,913,804 27.9

負債及び資本合計   18,900,948 100.0 － －  17,629,978 100.0

    

（純資産の部）    

Ⅰ 株主資本    

１．資本金   － － 3,339,794 18.5  － －

２．資本剰余金   － － 1,039,578 5.8  － －

３．利益剰余金   － － 748,923 4.1  － －

４．自己株式   － － △8,794 △0.0  － －

株主資本合計   － － 5,119,502 28.4  － －

Ⅱ 評価･換算差額等    

１．その他有価証券評価
差額金 

  － － 251 0.0  － －

評価・換算差額等合計   － － 251 0.0  － －

純資産合計   － － 5,119,753 28.4  －  －

負債及び純資産合計   － － 18,052,656 100.0  － －

    

－  － 

 

 

7



②【中間連結損益計算書】 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結損益計算書 

（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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   8,288,779 100.0 8,064,752 100.0  15,313,230 100.0

Ⅱ 売上原価   5,001,546 60.3 4,689,147 58.1  9,291,381 60.7

売上総利益   3,287,233 39.7 3,375,604 41.9  6,021,849 39.3

  返品調整引当金戻入額   － － 20,024 0.2  － －

  返品調整引当金繰入額   － － 28,960 0.4  20,024 0.1

  差引売上総利益   3,287,233 39.7 3,366,669 41.7  6,001,824 39.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１  2,844,310 34.3 2,824,670 35.0  5,225,744 34.1

営業利益   442,922 5.4 541,998 6.7  776,080 5.1

Ⅳ 営業外収益    

１．受取利息  6,032 6,692 11,686 

２．受取配当金  28 25 38 

３．為替差益  27,567 25,564 42,372 

４．賃貸料  26,763 25,188 52,355 

５．その他  9,978 70,371 0.8 21,519 78,990 1.0 18,895 125,348 0.8

Ⅴ 営業外費用    

１．支払利息  89,460 80,448 173,537 

２．たな卸資産評価損  － － 54,795 

３．貸与資産賃借料  37,260 37,260 74,520 

４．社債発行費償却  5,201 7,851 20,415 

５．その他  28,896 160,818 1.9 42,117 167,677 2.1 61,465 384,733 2.5

経常利益   352,474 4.3 453,312 5.6  516,695 3.4

Ⅵ 特別利益    

１．固定資産売却益 ※２ 86,612 － 86,612 

２．投資有価証券売却益  － － 1,683 

３．その他  60 86,672 1.1 － － － 60 88,356 0.5

Ⅶ 特別損失    

１．役員退職慰労金  － 26,000 － 

２．固定資産売却損 ※３ 891,291 － 891,291 

３．固定資産除却損 ※４ 3,867 6,538 12,806 

４．投資有価証券評価損  15,971 5,014 15,971 

５．たな卸資産処分損  31,456 158,164 83,772 

６．貸倒引当金繰入額  21,734 － 21,634 

７．減損損失 ※５ 37,751 － 37,751 

８．その他  5,788 1,007,861 12.2  2,618 198,336 2.4 10,832 1,074,061 7.0

税金等調整前中間純利益
または税金等調整前中間
(当期)純損失（△） 

  △568,714 △6.8 254,976 3.2  △469,009 △3.1

法人税、住民税及び事業
税 

  22,071 0.3 7,690 0.1  26,956 0.1

中間純利益または中間(当
期)純損失（△） 

  △590,785 △7.1 247,286 3.1  △495,965 △3.2

    

 

－  － 
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③【中間連結剰余金計算書及び中間連結株主資本等変動計算書】 

中間連結剰余金計算書 

  
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

前連結会計年度の 
連結剰余金計算書 

（自 平成17年４月１日 
  至 平成18年３月31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  1,039,578 1,039,578

Ⅱ 資本剰余金中間期末(期末)
残高 

 1,039,578 1,039,578

  

（利益剰余金の部）  

Ⅰ 利益剰余金期首残高  1,077,562 1,077,562

Ⅱ 利益剰余金増加高  

１．中間(当期)純利益  － － － －

Ⅲ 利益剰余金減少高  

１．中間(当期)純損失  590,785 495,965

２．配当金  39,987 630,773 39,987 535,953

Ⅳ 利益剰余金中間期末(期末)
残高 

 446,789 541,609

  

 

 

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４月１日 至平成18年９月30日） 

株主資本 
評価・換算 
差額等 

 

資本金 資本剰余金 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

平成18年３月31日残高(千円） 3,339,794 1,039,578 541,609 △8,081 4,912,900 904 4,913,804

中間連結会計期間中の変動額    

剰余金の配当（注）  △39,971 △39,971  △39,971

中間純利益  247,286 247,286  247,286

自己株式の取得  △712 △712  △712

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) 

  △652 △652

中間連結会計期間中の変動額合
計(千円) 

－ － 207,314 △712 206,601 △652 205,949

平成18年９月30日残高(千円） 3,339,794 1,039,578 748,923 △8,794 5,119,502 251 5,119,753

（注） 平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。

－  － 
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④【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４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30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４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー     

税金等調整前中間純利益または税
金等調整前中間（当期）純損失
（△） 

 △568,714 254,976 △469,009 

減価償却費  38,903 35,242 79,987 

減損損失  37,751 － 37,751 

社債発行費償却  5,201 7,851 20,415 

投資有価証券評価損  15,971 5,014 15,971 

返品調整引当金の増加額  － 8,935 20,024 

退職給付引当金の増加額  17,542 17,280 41,039 

賞与引当金の増加額  35,324 44,346 15,997 

貸倒引当金の増加額  171,182 234,994 21,780 

受取利息及び受取配当金  △6,061 △6,718 △11,725 

支払利息  89,460 80,448 173,537 

投資有価証券売却益  － － △1,683 

有形固定資産売却益  △86,612 － △86,612 

有形固定資産売却損  890,692 － 890,692 

有形固定資産除却損  3,867 6,538 12,806 

売上債権の増加額(減少額）  △765,545 △691,934 140,818 

たな卸資産の増加額(減少額）  △86,952 △82,697 571,295 

前渡金の増加額(減少額)  69,341 127,439 △61,075 

その他流動資産の増加額  △97,940 △66,176 △57,087 

仕入債務の増加額  634,228 408,351 53,733 

営業未払金の増加額(減少額)  6,530 21,820 △935 

未払消費税等の減少額（増加額）  △14,054 65,353 △70,333 

その他流動負債の減少額 
（増加額） 

 △824 4,615 △18,552 

その他固定負債の減少額 
（増加額） 

 － 224 △100,116 

その他  △97,822 2,432 671 

小計  291,470 478,337 1,219,390 

利息及び配当金の受取額  5,366 5,929 10,462 

利息の支払額  △85,907 △70,840 △167,330 

法人税等の支払額  △ 47,337 △10,117 △16,947 

営業活動によるキャッシュ・フロー  163,591 403,308 1,045,575 

 

－  － 
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前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日）

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30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４月１日 
至 平成18年３月31日）

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー     

投資有価証券の取得による支出  △735 △1,156 △1,592 

投資有価証券の売却による収入  － － 2,423 

有形固定資産の取得による支出  △68,240 △2,080 △70,900 

有形固定資産の売却による収入  921,443 － 921,443 

無形固定資産の取得による支出  △6,344 △3,600 △10,474 

長期前払費用による支出  △4,046 △5,335 △6,303 

敷金の支出  △3,547 △3,008 △3,827 

敷金の返還による収入  653 1,107 1,043 

保証金の返還による収入  15,711 81 45,819 

貸付けによる支出  △92,035 △88,718 △187,617 

貸付金の回収による収入  118,558 105,638 233,073 

その他  △3,805 3,509 △7,614 

投資活動によるキャッシュ・フロー  877,612 6,438 915,473 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー     

短期借入金の減少額  △476,400 △68,448 △481,167 

長期借入れによる収入  750,000 1,020,633 750,000 

長期借入金の返済による支出  △1,715,605 △485,955 △2,187,325 

社債発行による収入  － 300,000 1,750,000 

社債償還による支出  － △1,460,000 △1,670,000 

自己株式の取得による支出  △960 △712 △2,057 

配当金の支払額  △39,577 △39,595 △39,651 

その他  △2,912 △7,892 △35,905 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,485,454 △741,970 △1,916,106 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額 
（△減少額） 

 △444,250 △332,223 44,942 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,805,165 1,850,107 1,805,165 

Ⅵ 現金及び現金同等物の中間期末(期
末)残高 

※ 1,360,914 1,517,883 1,850,107 

     

 

－  － 
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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４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 １．連結の範囲に関する事項 

当社の子会社は下記の２社であ

り、すべて連結の範囲に含めて

おります。 

日本洋傘センター㈱ 

エムビー情報サービス㈱ 

当社の子会社は下記の２社であ

り、すべて連結の範囲に含めて

おります。 

日本洋傘センター㈱ 

エムビー情報サービス㈱ 

当社の子会社は下記の２社であ

り、すべて連結の範囲に含めて

おります。 

日本洋傘センター㈱ 

エムビー情報サービス㈱ 

なお、前連結会計年度において

連結子会社でありました㈱兼新

は、当中間連結会計期間中に清

算したため、連結の範囲より除

いております。 

 なお、前連結会計年度において

連結子会社でありました㈱兼新

は、当連結会計年度中に清算し

たため、連結の範囲より除いて

おります。 

２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 ２．持分法の適用に関する事項 

該当事項はございません。 同左 同左 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

３．連結子会社の中間決算日等に関

する事項 

３．連結子会社の事業年度等に関す

る事項 

すべての連結子会社の中間期の

末日は、中間連結決算日と一致

しております。 

同左 すべての連結子会社の事業年度

の末日は、連結決算日と一致し

ております。 

４．会計処理基準に関する事項 ４．会計処理基準に関する事項 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）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(1）重要な資産の評価基準及び評

価方法 

(イ)有価証券 (イ)有価証券 (イ)有価証券 

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券 

時価のあるもの 時価のあるもの 時価のあるもの 

中間連結決算日の市場価格

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) 

中間連結決算日の市場価格

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) 

連結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 時価のないもの 時価のないもの 

移動平均法による原価法 同左 同左 

(ロ)たな卸資産 (ロ)たな卸資産 (ロ)たな卸資産 

主として総平均法に基づく原

価法により評価しておりま

す。 

同左 同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(2）重要な減価償却資産の減価償

却の方法 

(イ)有形固定資産 (イ)有形固定資産 (イ)有形固定資産 

建物（建物附属設備を除く）

は定額法(一部の子会社は定

率法)、建物以外について

は、定率法。 

なお、主な耐用年数は次のと

おりであります。 

同左 同左 

 
建物及び構築物 ３～65年 

機械装置及び運搬具２～12年 

工具器具備品 ２～20年 
  

  

(ロ)無形固定資産 (ロ)無形固定資産 (ロ)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

アについては、社内における

利用可能期間（５年）に基づ

いております。 

同左 同左 

 

－  － 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(3）重要な繰延資産の処理方法 (3）重要な繰延資産の処理方法 (3）重要な繰延資産の処理方法 

(イ)社債発行費 (イ)社債発行費 (イ)社債発行費 

償還期限内または商法施行規

則に規定する 長期間（３

年）のいずれか短い期間で均

等償却しております。 

社債の償還までの期間にわたり

定額法により償却しておりま

す。 

なお、当中間連結会計期間以前

に発行した社債に係る社債発行

費は、償還期限内または旧商法

施行規則に規定する 長期間

（３年）のいずれか短い期間で

均等償却しております。 

償還期限内または商法施行

規則に規定する 長期間

（３年）のいずれか短い期

間で均等償却しておりま

す。 

(4）重要な引当金の計上基準 (4）重要な引当金の計上基準 (4)重要な引当金の計上基準 

(イ)貸倒引当金 (イ)貸倒引当金 (イ)貸倒引当金 

同左 同左 売上債権、貸付金等の貸倒損

失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては個別に回収可能性を

勘案し、回収不能見込額を計

上しております。 

(ロ)賞与引当金 (ロ)賞与引当金 (ロ)賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与

の支出に充てるため、支給見

積額に基づき当中間連結会計

期間負担額を計上しておりま

す。 

同左 従業員に対して支給する賞

与の支出に充てるため、実

際支給見積額の当連結会計

年度負担額を計上しており

ます。 

(ハ)   ――――――  (ハ)返品調整引当金 (ハ)返品調整引当金 

 返品による損失に備えるため、
過去の返品率及び将来の返品可
能性を勘案して見積もった損失
見込額を計上しております。 
 

返品による損失に備えるた
め、過去の返品率及び将来
の返品可能性を勘案して見
積もった損失見込額を計上
しております。 

(ニ)退職給付引当金 (ニ)退職給付引当金 (ニ)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

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。 

会計基準変更時差異(243,061

千円)については、15年による

按分額を費用処理しておりま

す。 

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとして

おります。 

従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末におけ

る退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき、当中間連

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。 

会計基準変更時差異(233,677千

円)については、15年による按

分額を費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結

会計年度の発生時における従

業員の平均残存勤務期間以内

の一定の年数（５年）による

定額法により按分した額をそ

れぞれ発生の翌連結会計年度

から費用処理することとして

おります。 

従業員の退職給付に備える

ため、当連結会計年度末に

おける退職給付債務及び年

金資産の見込額に基づき計

上しております。 

なお、会計基準変更時差異

（233,677千円）について

は、15年による按分額を費

用処理しております。 

数理計算上の差異は、各連

結会計年度の発生時におけ

る従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（５

年）による定額法により按

分した額をそれぞれ発生の

翌連結会計年度から費用処

理することとしておりま

す。 

(5）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

(5）重要な外貨建の資産又は負債の

本邦通貨への換算基準 

(5）重要な外貨建の資産又は負債

の本邦通貨への換算基準 

外貨建金銭債権債務は、中間連

結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は損益

として処理しております。 

同左 外貨建金銭債権債務は、連結

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。

－  － 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

(6）重要なリース取引の処理方法 (6）重要なリース取引の処理方法 (6）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。 

同左 同左 

(7）重要なヘッジ会計の方法 (7）重要なヘッジ会計の方法 (7)重要なヘッジ会計の方法 

(イ)ヘッジ会計の方法 (イ)ヘッジ会計の方法 (イ)ヘッジ会計の方法 

社内で定めたリスク管理方法

により、為替予約等が付され

ている外貨建金銭債権債務に

ついては振当処理を、金利ス

ワップ取引を利用している借

入金については特例処理を

行っております。 

同左 同左 

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象 

外貨建取引（金銭債権債務）

の為替変動リスクに対して為

替予約取引を、借入金の金利

変動リスクに対して金利ス

ワップ取引をヘッジ手段とし

て利用しております。 

同左 同左 

(ハ)ヘッジ方針 (ハ)ヘッジ方針 (ハ)ヘッジ方針 

デリバティブ取引は、為替予

約取引については輸入取引に

係る為替変動のリスクに備え

るため、外貨建の買掛金につ

いて通常の取引の範囲内で包

括的な為替予約取引を行い、

12ヵ月を超える長期の契約は

行わない方針をとっておりま

す。金利スワップ取引につい

ては将来の金利の変動による

リスクをヘッジしており、投

機的な取引は行わない方針で

あります。 

同左 同左 

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 (ニ)ヘッジ有効性評価の方法 

ヘッジ対象とヘッジ手段の通

貨種別、期日、金額の同一性

を確認することにより、有効

性を判定しております。ただ

し、特例処理によっている金

利スワップ取引については、

有効性の評価を省略しており

ます。 

同左 同左 

(ホ)その他リスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの 

(ホ)その他リスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの 

(ホ)その他リスク管理方法のうち

ヘッジ会計に係るもの 

デリバティブ取引の実行及び

管理については、取引権限及

び取引限度額等を定めた社内

ルールに従い、資金担当部門

が決裁担当者の承認を得て

行っております。 

同左 同左 

(8）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 

(8）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 

(8）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 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

税抜方式を採用しておりま

す。 

同左 同左 

－  － 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

５．連結子会社の資産及び負債の評

価に関する事項 

５．連結子会社の資産及び負債の評

価に関する事項 

５．連結子会社の資産及び負債の評

価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評

価については、全面時価評価法

を採用しております。 

同左 同左 

６．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

６．中間連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲 

６．連結キャッシュ・フロー計算書

における資金の範囲 

同左 同左 手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であ

り、かつ、価値の変動について

僅少なリスクしか負わない取得

日から３ヵ月以内に償還期限の

到来する短期投資からなってお

ります。 

 

 

中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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）

 当中間連結会計期間より、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。これにより税金等調整前中間純

損失は37,751千円増加しておりま

す。 

 なお、減損損失累計額について

は、改正後の中間連結財務諸表規則

に基づき各資産の金額から直接控除

しております。 

  当連結会計年度より、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。

これにより税金等調整前当期純損失

は、37,751千円増加しております。

なお、減損損失累計額については、

改正後の連結財務諸表規則に基づき

各資産の金額から直接控除しており

ます。 

────── （繰延資産の会計処理に関する当面

の取扱い） 

――――― 

 当中間連結会計期間より、「繰

延資産の会計処理に関する当面の

取扱い」（平成18年８月11日 企

業会計基準委員会 実務対応報告

第19号）を適用しております。 

これによる損益に与える影響は

軽微であります。 

 

－  － 
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前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

―――――― ―――――― （返品調整引当金） 

 従来、返品に伴う損失は実際の返
品受入時に費用計上しておりました
が、当下期から過去の返品実績等に
基づく返品調整引当金を計上するこ
とに変更しました。これは過去の返
品に係るデータが蓄積され返品見込
額を合理的に見積もることが可能と
なったこと及び期間損益計算を適正
化するためであります。 
この結果、差引売上総利益、営業

利益及び経常利益が20,024千円減少
し、税金等調整前当期純損失が、
20,024千円増加しております。 
セグメント情報に与える影響は、

当該個所に記載しております。 

 

なお、過去の返品に係るデータが

蓄積され返品見込額を合理的に見積

もることが可能となったため、当中

間連結会計期間は、従来の方法に

よっております。従って、当中間連

結会計期間は、変更後の方法によっ

た場合に比べて、営業利益及び経常

利益は24,657千円多く計上され、税

金等調整前当期純損失は24,657千円

少なく計上されております。 

―――――― ―――――― （退職給付に係る会計基準） 

  当連結会計年度より、「「退職給

付に係る会計基準」の一部訂正」

（企業会計基準第３号 平成17年３

月16日）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） 

―――――― 

  当中間連結会計期間より「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会

計基準」（平成17年12月９日 企業

会計基準委員会 企業会計基準第５

号）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指

針」（平成17年12月９日 企業会計

基準委員会 企業会計基準適用適用

指針第８号）を適用しております。

これまでの資本の部の合計に相

当する金額は5,119,753千円であり

ます。 

なお、当中間連結会計期間におけ

る中間連結貸借対照表の純資産の部

については、中間連結財務諸表規則

の改正に伴い、改正後の中間連結財

務諸表規則により作成しておりま

す。 

 

 

 

 

 

－  － 
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追加情報 
前中間連結会計期間 

（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

────── （返品調整引当金） ────── 

 

 

従来、返品に伴う損失は実際の返

品受入時に費用計上しておりました

が、前連結会計年度の下期より過去

の返品実績等に基づく返品調整引当

金を計上することに変更しました。

これは過去の返品に係るデータが蓄

積され返品見込額を合理的に見積も

ることが可能となったこと及び期間

損益計算を適正化するためでありま

す。 

 

 

従って、前中間連結会計期間は従

来の方法によっており、当中間連結

会計期間と同一の方法を採用した場

合と比べ、売上原価は25,000千円少

なく計上されており、売上総利益、

営業利益及び経常利益は25,000千円

多く計上されており、税金等調整前

中間純損失は、25,000千円少なく計

上されております。 

 

 

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９月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度末 
（平成18年３月31日） 

※１．有形固定資産から直接控除し

た減価償却累計額は、 

※１．有形固定資産から直接控除し

た減価償却累計額は、 

1,018,642千円であります。 

※１．有形固定資産から直接控除し

た減価償却累計額は、 

996,941千円であります。 972,462千円であります。 

※２．担保提供資産及び担保付債務 ※２．担保提供資産及び担保付債務 ※２．担保提供資産及び担保付債務

① 担保提供資産 ① 担保提供資産 ① 担保提供資産 
 
有形固定資産 4,372,877千円 

計 4,372,877千円 
  

 
有形固定資産 4,344,701千円

計 4,344,701千円
  

 
有形固定資産 4,357,885千円

計 4,357,885千円
  

② 担保付債務 ② 担保付債務 ② 担保付債務 
 
短期借入金 550,000千円 

長期借入金 3,136,134千円 

(１年以内返済予定長期借入金を含
む) 

計 3,686,134千円 
  

 
短期借入金 529,185千円

長期借入金 4,423,188千円

(１年以内返済予定長期借入金を含
む) 

計 4,952,373千円
  

 
短期借入金 1,872,193千円

長期借入金 2,347,890千円

(１年以内返済予定長期借入金を含
む) 

計 4,220,083千円
  

※３．消費税等の取扱い ※３．消費税等の取扱い ※３．    ―――――― 
 仮払消費税等は、流動資産の

「その他」、仮受消費税等

は、流動負債の「その他」に

それぞれ含めて表示しており

ます。 

同左 

※４．   ―――――― ※４．中間連結会計期間末日満期

手形 
※４．   ―――――― 

 中間連結会計期間末日満期手

形の会計処理については、手

形交換日をもって決済処理し

ております。なお、当中間連

結会計期間の末日は金融機関

の休日であったため、次の中

間連結会計期間末日満期手形

が中間連結会計期間末残高に

含まれております。 

受取手形 22,956千円

支払手形 32,337千円
 

 

－  － 
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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４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※１．販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は下記のとお

りであります。 

※１．販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は下記のとお

りであります。 

※１．販売費及び一般管理費の主要

な費目及び金額は下記のとお

りであります。 
 

（費目） （金額） 

賞与引当金繰入額 35,324千円 

退職給付費用 40,200千円 

貸倒引当金繰入額 149,881千円 

給料手当 

(役員報酬を含む) 
503,847千円 

マネキン費 608,554千円 

賃借料 250,400千円 
  

 
（費目） （金額） 

賞与引当金繰入額 44,000千円

退職給付費用 42,209千円

貸倒引当金繰入額 234,994千円

給料手当 

(役員報酬を含む) 
524,543千円

マネキン費 528,056千円

賃借料 238,543千円
  

 
（費目） （金額） 

賞与引当金繰入額 135,264千円

退職給付費用 86,466千円

給料手当 

(役員報酬を含む) 
916,992千円

マネキン費 1,278,531千

円

賃借料 496,290千円

貸倒引当金繰入額 479千円

物流業務委託費 541,985千円
  

※２．固定資産売却益は、建物及び

構築物86,612千円でありま

す。 

※２．   ――――――  ※２．固定資産売却益は、建物及び

構築物86,612千円でありま

す。 

※３．固定資産売却損は、主に土地

890,692千円であります。 

※３．   ――――――  ※３．固定資産売却損は、主に土地

890,692千円であります。 

※４．固定資産除却損は、主に長期

前払費用12,095千円でありま

す。 

※４．   ―――――― ※４．固定資産除却損は、主に長

期前払費用6,538千円であり

ます。     

※５．減損損失 ※５．   ―――――― ※５．減損損失 

当中間連結会計期間におい

て、当社グループは遊休資産

の土地（福井県小浜市）、工

具器具備品について減損損失

を計上いたしました。  

当社グループは、事業用資産

については事業の種類別セグ

メントによりグルーピングを

行っております。また、遊休

資産については個々の物件を

グルーピングの 小単位とし

ております。 

主に市場価格の低下した上記

資産グループについて、帳簿

価額を回収可能価額まで減額

し、減損損失37,751千円とし

て特別損失に計上いたしまし

た。その内訳は、土地2,649

千円、工具器具備品35,101千

円であります。 

なお、当資産の回収可能価額

は正味売却価額により測定し

ており、土地については固定

資産税評価額により評価し、

工具器具備品については第三

者により合理的に算定された

価額で評価しております。 

 当連結会計年度において、当

社グループは遊休資産の土地

（福井県小浜市）、工具器具

備品について減損損失を計上

いたしました。 

 

当社グループは、事業用資産

については事業の種類別セグ

メントによりグルーピングを

行っております。また、遊休

資産については個々の物件を

グルーピングの 小単位とし

ております。 

主に市場価格の低下した上記

資産グループについて、帳簿

価額を回収可能価額まで減額

し、減損損失37,751千円を特

別損失に計上いたしました。

その内訳は、土地2,649千

円、工具器具備品35,101千円

であります。 

なお、当資産の回収可能価額

は正味売却価額により測定し

ており、土地については固定

資産税評価額により評価し、

工具器具備品については第三

者により合理的に算定された

価額で評価しております。 

 

 

 

 

 

 

 

－  － 
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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４月１日 至平成18年９月30日） 

１.発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

前連結会計年度末
株式数（株） 

当中間連結会計期
間 増 加 株 式 数
（株） 

当中間連結会計期
間 減 少 株 式 数
（株） 

当中間連結会計期
間末株式数（株） 

 

発行済株式  

普通株式 26,708,668 － － 26,708,668

合計 26,708,668 － － 26,708,668

自己株式  

普通株式（注） 60,952 4,046 － 64,998

合計 60,952 4,046 － 64,998

（注） 普通株式の自己株式の株式数の増加4,046株は、単元未満株式の買取りによる増加であります。 

 

２.配当に関する事項 

（１）配当金支払額 

（決議） 
株式の種類 

配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日 

平成18年６月29日

定時株主総会 
普通株式 39,971 1.5 平成18年３月31日 平成18年６月29日

 

 

 

（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４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

※現金及び現金同等物の期末残高と

連結貸借対照表に掲記されている

科目の金額との関係 

※現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

※現金及び現金同等物の中間期末残

高と中間連結貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成17年９月30日現在） （平成18年９月30日現在） （平成18年３月31日現在）
 
現金及び預金勘定 1,360,914千円 

現金及び現金同等物 1,360,914千円 
  

 
現金及び預金勘定 1,517,883千円

現金及び現金同等物 1,517,883千円
  

 
現金及び預金勘定 1,850,107千円

現金及び現金同等物 1,850,107千円
  

 

－  － 
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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４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３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（借

手側） 

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（借

手側） 

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（借

手側） 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び中

間期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当

額、減価償却累計額相当額、

減損損失累計額相当額及び期

末残高相当額 
 

 
取得価額
相当額 
(千円) 

減価償却
累計額相
当額 
(千円) 

中間期末
残高相当
額 
(千円) 

工具器具備
品 

266,130 123,942 142,188 

ソフトウェ
ア 

155,237 68,670 86,567 

合計 421,368 192,612 228,755 

  

 

 
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)

工具器具備
品 

194,714 100,420 94,294

ソフトウェ
ア 

188,953 111,946 77,007

合計 383,668 212,366 171,302

  

 

 
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)

工具器具備
品 

261,690 138,673 123,017

ソフトウェ
ア 

155,237 79,240 75,996

合計 416,928 217,914 199,013
  

(2）未経過リース料中間期末残高

相当額等 

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

相当額等 

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

額等 

  未経過リース料期末残高相当

額 
 

１年内 57,533千円 

１年超 181,979千円 

合計 239,512千円 
  

 
１年内 52,275千円

１年超 129,703千円

合計 181,979千円
  

 
１年内 54,655千円

１年超 155,226千円

合計 209,882千円
  

(3）支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費

相当額、支払利息相当額及び

減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費

相当額、支払利息相当額及び

減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減

損勘定の取崩額、減価償却費

相当額、支払利息相当額及び

減損損失 
 

支払リース料 35,186千円 

減価償却費相当額 31,682千円 

支払利息相当額 3,889千円 
  

 支払リース料 30,897千円

減価償却費相当額 27,711千円

支払利息相当額 2,994千円
  

 
支払リース料 68,249千円

減価償却費相当額 61,423千円

支払利息相当額 7,323千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 (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。 

同左 同左 

(減損損失について） (減損損失について） (減損損失について） 

同左 同左 リース資産に配分された減損損

失はありません。 

 

－  － 
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（有価証券関係） 

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

株式 5,535 6,305 770 

合計 5,535 6,305 770 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 86,198 

 （注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のない株式について15,971千円減損処理を行ってお

ります。 

なお、株式の減損処理にあたっては、時価のある株式については時価が取得原価に比べて50％以上下落し

た場合、時価のない株式については純資産持分が取得原価に比べて50％以上下落した場合に原則として回

復する見込みのないほど著しい下落があったものとみなして、減損処理を行い、30～50％程度下落した場

合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っており

ます。 

 

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
中間連結貸借対照表計
上額（千円） 

差額（千円） 

株式 6,808 7,232 423 

合計 6,808 7,232 423 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 81,183 

 （注） 当中間連結会計期間において、その他有価証券で時価のない株式について5,014千円減損処理を行ってお

ります。 

なお、株式の減損処理にあたっては、時価のある株式については時価が取得原価に比べて50％以上下落し

た場合、時価のない株式については純資産持分が取得原価に比べて50％以上下落した場合に原則として回

復する見込みのないほど著しい下落があったものとみなして、減損処理を行い、30～50％程度下落した場

合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っており

ます。 

 

前連結会計年度末（平成18年３月31日） 

１．その他有価証券で時価のあるもの 

 取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上額

（千円） 
差額（千円） 

株式 5,652 7,174 1,522 

合計 5,652 7,174 1,522 

 

２．時価評価されていない主な有価証券の内容 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券  

非上場株式 86,198 

 （注） 当連結会計年度において、その他有価証券で時価のない株式について15,971千円減損処理を行っておりま

す。 

なお、株式の減損処理にあたっては、時価のある株式については時価が取得原価に比べて50％以上下落し

た場合、時価のない株式については純資産持分が取得原価に比べて50％以上下落した場合に原則として回

復する見込みのないほど著しい下落があったものとみなして、減損処理を行い、30～50％程度下落した場

合には、当該金額の重要性、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っており

ます。 

 

 

 

－  － 
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（デリバティブ取引関係） 

（通貨関連） 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 為替予約取引は振当処理を行っているため、開示の対象から除いております。 

 

（金利関連） 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月１

日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 金利スワップ取引は特例処理を行っているため、開示の対象から除いております。 

 

－  － 

 

 

22



（セグメント情報） 

【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４月１日 至平成17年９月30日） 

 
衣服装飾品
（千円） 

身回り品 
（千円） 

その他 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 1,309,362 6,961,961 17,455 8,288,779 － 8,288,779

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － (－) －

計 1,309,362 6,961,961 17,455 8,288,779 (－) 8,288,779

営業費用 1,442,519 6,263,580 37,958 7,744,059 101,798 7,845,857

営業損益 △133,157 698,381 △20,503 544,720 (101,798) 442,922

 

当中間連結会計期間（自平成18年４月１日 至平成18年９月30日） 

 
衣服装飾品
（千円） 

身回り品 
（千円） 

その他 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 1,170,995 6,893,757 － 8,064,752 － 8,064,752

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － (－) －

計 1,170,995 6,893,757 － 8,064,752 (－) 8,064,752

営業費用 1,323,663 6,097,956 86 7,421,706 101,047 7,522,753

営業損益 △152,667 795,800 △86 643,046 (101,047) 541,998

 

前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 
衣服装飾品
（千円） 

身回り品 
（千円） 

その他 
（千円） 

計（千円）
消去又は全
社（千円） 

連結 
（千円） 

売上高  

(1）外部顧客に対する売上高 3,075,935 12,219,840 17,455 15,313,230 － 15,313,230

(2）セグメント間の内部売上
高又は振替高 

－ － － － (－) －

計 3,075,935 12,219,840 17,455 15,313,230 (－) 15,313,230

営業費用 3,060,130 11,228,138 37,958 14,326,228 210,922 14,537,150

営業損益 15,804 991,701 △20,503 987,002 (210,922) 776,080

 （注）１．事業区分の方法 

当社グループ(当社及び連結子会社)の事業区分の方法は、商品を種類別に専門品としての衣服装飾品

と、日常品としての身回り品、及びその他に区分しております。 

 

２．各事業区分の主要商品 

事業区分 部門区分 主要商品 

毛皮部門 ジャケット、コート、ストール、ケープ、カラー 
衣服装飾品 

宝飾品部門 リング、ネックレス、イヤリング、ブレスレット 

洋傘部門 
紳士用長傘・折傘、婦人用長傘・折傘 
子供用長傘・折傘、レイングッズ 

洋品部門 スカーフ、マフラー、ストール、タバード 
身回り品 

帽子部門 婦人用帽子 

その他 不動産部門 土地・建物の賃貸 

なお、上表の「その他（不動産部門）」は㈱兼新の事業に係るものでありますが、㈱兼新は平成17年

９月に清算しております。 

 

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の主なものは、当社の社長室・総

務・経理・人事などに係る費用であります。 

前中間連結会計期間   101,798千円 

当中間連結会計期間   101,047千円 

前連結会計年度     210,922千円 

 

 

 

 

－  － 
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４．会計処理の方法の変更 

（前連結会計年度） 

返品調整引当金 

「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」４．に記載のとおり、当連結会計年度より、返

品による損失に備えるため、過去の返品率及び将来の返品可能性を勘案して見積もった損失見込額を返

品調整引当金として計上しております。この変更に伴い、従来の方法によった場合に比較して、身回り

品について営業費用は20,024千円多く、営業利益は20,024千円少なく計上されております。なお、身回

り品以外の事業についてはセグメント情報に与える影響はありません。 

 

【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４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月

１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び重要な在外支店がないため、該当事項はありません。 

 

【海外売上高】 

前中間連結会計期間（自平成17年４月１日 至平成17年９月30日）、当中間連結会計期間（自平成18年４月

１日 至平成18年９月30日）及び前連結会計年度（自平成17年４月１日 至平成18年３月31日） 

 海外売上高は、いずれも連結売上高の10％未満のため、記載を省略しております。 

 

（１株当たり情報） 

前中間連結会計期間 
（自 平成17年４月１日 
至 平成17年９月30日） 

当中間連結会計期間 
（自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（自 平成17年４月１日 
至 平成18年３月31日） 

  
１株当たり純資産額 180円82銭 

１株当たり中間純損失 
金額 

22円16銭 

  

  
１株当たり純資産額 192円15銭

１株当たり中間純利益
金額 

９円28銭

  

  
１株当たり純資産額 184円39銭

１株当たり当期純損失 
金額 

18円60銭

  
 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、１株当

たり中間純損失であり、また、潜在

株式が存在しないため記載しており

ません。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

中間純利益金額については、潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり

当期純利益金額については、１株当

たり当期純損失であり、また潜在株

式が存在しないため記載しておりま

せん。 

 （注） 算定上の基礎 

１．１株当たり純資産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末
（平成17年９月30日）

当中間連結会計期間末 
（平成18年９月30日） 

前連結会計年度 
（平成18年３月31日）

純資産の部の合計額(千円) － 5,119,753 － 

純資産の部の合計額から控除する金額

(千円) 
－ － － 

（うち少数株主持分） (－) (－) (－) 

普通株式に係る中間期末(期末)の純資

産額(千円) 
－ 5,119,753 － 

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た中間期末(期末)の普通株式の数 － 
(千株) 

26,643 － 

 

２．１株当たり中間純利益金額または１株当たり中間(当期)純損失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４月１日
至 平成17年９月30日)

当中間連結会計期間 
(自 平成18年４月１日 
至 平成18年９月30日) 

前連結会計年度 
(自 平成17年４月１日
至 平成18年３月31日)

中間純利益または中間(当期)純損失
（△）(千円) 

△590,785 247,286 △495,965 

普通株主に帰属しない金額(千円) － － － 

普通株式に係る中間純利益または普
通株式に係る中間(当期)純損失
（△）(千円) 

△590,785 247,286 △495,965 

期中平均株式数(千株) 26,655 26,644 26,652 

 

（重要な後発事象） 

 該当事項はありません。  

－  － 
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