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親会社等における当社の議決権所有比率 53.8％

米国会計基準採用の有無 無

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 (注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％
18年9月中間期 3,138 △42.2 △17 － △20 －
17年9月中間期 5,425 △1.6 △380 － △341 －

18年3月期 10,629 △539 △415

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

潜在株式調整後１株当
たり中間(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭 円 銭
18年9月中間期 △43 － △1 17 － －
17年9月中間期 △589 － △16 11 － －

18年3月期 △589 △16 06 － －

（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 36,795,452株 17年9月中間期 36,581,392株 18年3月期 36,688,129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 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭
18年9月中間期 3,077 595 15.9 13 26
17年9月中間期 4,564 530 11.6 14 41

18年3月期 3,301 533 16.2 14 51

（注）期末発行済株式数（連結） 18年9月中間期 36,795,452株 17年9月中間期 36,795,452株 18年3月期 36,795,452株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円
18年9月中間期 125 341 △365 283
17年9月中間期 △205 △151 13 178

18年3月期 △395 △8 62 182

(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 ４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） －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 6,880 95 50

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　　1円36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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の７ページを参照して下さい。
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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（堀田産業株式会社）、親会社（株式会社ヤマノホールディング

ス）並びに子会社４社により構成されており、主に意匠撚糸、洋装品等の製造・販売を行っております。

　その事業内容と当社及び関係会社の事業における位置付けは次のとおりであります。

 

当        社 ㈱ ヤ マ ノ ホ ー ル デ ィ ン グ ス  

東  京  ブ  ラ  ウ  ス  ㈱ 

東 京 華 麗 絲 有 限 公 司 

婦 人 服 等 の 製 造 販 売 

婦 人 服 等 の 販 売 

53.8％ 

株 式 所 有 割 合 

タ ケ オ ニ シ ダ ・ ジ ャ パ ン ㈱ 

持 株 会 社 

堀 田 （上海） 貿 易 有 限 公 司 

100.0％ 

80.0％ 

100.0％ 

100.0％ 

婦 人 服 等 の 製 造 販 売 

意 匠 撚 糸 の 製 造 販 売 

 

　なお、次の２部門は「中間連結財務諸表、注記」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。

１．意匠撚糸事業

　主に堀田産業株式会社が意匠撚糸の製造販売を行っております。

主要な製品商品 リングヤーン、シャギーヤーン、ポーラヤーン、テープヤーン、特殊紡績糸

２．洋装事業

　主に東京ブラウス株式会社及びタケオニシダ・ジャパン株式会社が婦人服等の製造販売を行っております。　

主要な商品
レディース（トップス・ボトム・アウター）、ブラウス、スカート、パンツ、ワンピース

スーツ、ドレス、服飾雑貨（靴、バック、ハンカチ等）

　（注）　堀田産業株式会社は複数セグメント会社であります。
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２．経営方針
(1）経営の基本方針

　当社グループは株式会社ヤマノホールディングスの企業集団（ヤマノグループ）に属しており、ヤマノグループの

一員として、同グループの企業理念である山野愛子の「美道五原則」（髪、顔、装い、精神美、健康美）の具現化を

目指し、特に「装い」をコンセプトとし、お客様に満足していただける商品とサービスを提供することによって企業

価値の向上を図るとともに、同社グループにおける「アパレル事業の中核会社」としての位置付けを明確にし、安定

収益を確保できる企業経営を確立することを経営の基本方針としております。

(2）利益配分に関する基本方針

　当社は株主に対する利益還元を経営の重要課題のひとつと位置付けております。そのために当社は欠損金の早期解

消と復配を最重点課題と認識し、全力を傾注する所存であります。

(3）中長期的な経営戦略

　当社グループは、ヤマノグループのアパレル事業の中核として、株式会社ヤマノホールディングスと密接な関係を

維持しつつ、各社の自主責任経営の考え方をグループ経営の根幹とし、グループレベルでの戦略設定を行います。

　具体的には業績の改善と経営の効率化を図るため、中期経営計画を策定し、収益基盤の強化とグループ企業価値の

向上を目指してまいります。

　中期経営計画の各社別骨子は次のとおりです。

　当社においては、中核事業の意匠撚糸事業は、日本における意匠撚糸のナンバーワン企業として、その技術を継承

し、常に新たな素材開発に努めます。また、ニット素材分野における豊富な技術や知識を生かし、素材のみならず特

長ある製品の開発を行います。

　具体的には、

　①意匠撚糸国内事業は、商品と販売戦略を明確にし、効率を求め、収支のバランスを重視します。

　②意匠撚糸中国事業は、生産から販売まで一貫システムを確立し、積極的な販売活動を行い、事業拡大を

　　図ります。

  ③ニット製品事業は、東京（販売・企画）と上海の現地法人（生産）の共同ワークを推進し、製品チーム

　　の充実を図ります。  

　タケオニシダ・ジャパン株式会社においては、経費削減を主とする筋骨質な体質の改善はほぼ完了し、販路拡大、

ブランド力の向上、認知度の向上を図り、安定収益体制を構築します。「TAKEO NISHIDA」は日本を代表するロイヤ

ルデザイナーブランドとしてより優れたデザイン力と商品開発力を追求し、そのブランド力とイメージ力を基に企業

価値を高め、安定収益を確保します。

　東京ブラウス株式会社においては、全事業部バランスのとれた収益体制を目指します。ブラウス事業部は競争優位

性のあるセレモニーブラウスの更なる百貨店市場の独占化を図り、シャツアイテムではミセスからシニア層まで顧客

の拡大を目指します。また、通販・テレビショッピング等の新規販売チャネルの開拓をします。クレイサス事業部は

商品企画の再構築を図り、顧客ターゲットを25歳に明確に設定し、販売推進の強化を行います。また、インターネッ

ト販売・ライセンスビジネスの拡大を目指します。ドレス事業部は専門店・通販・テレビショッピング等の新規販売

チャネルの拡大を目指します。 

(4）当社グループ及び当社の対処すべき課題

　消費需要の低迷が続く一方、当業界においては優勝劣敗が進むなど業界構造の大きな変化が進行しており、将来ビ

ジョンと適切な戦略の実施が何より求められております。

　当社グループは、統一された戦略の下、より効率的かつ機動的な経営を進めるための体制を整備しつつあります。

具体的には、上記の中期経営計画を基本戦略とし、当社グループとして収益基盤の強化及び企業価値の向上に努める

所存であります。

　なお、当社は、平成16年３月30日、丸福商事株式会社の全株式を取得して同社を子会社といたしました。これに関

し、東京証券取引所は、本子会社化後の当社が実質的な存続会社ではないと認定し、これにより当社は、新規上場審

査に準じた審査を受けるための期間（猶予期間）に入りました。

　東京証券取引所の上場規則によれば、実質的な存続会社ではないと判断された場合でも、直ちに上場廃止になるの

ではなく、子会社化期日以降最初に到来する決算（平成16年３月末）から３年経過後（平成19年３月末）まで猶予期

間とされ、この間上場は引き続き維持され、新規上場審査に準じた審査を受けることとなっております。

　従って、猶予期間中であっても、株式の売買はこれまでどおり可能であり、子会社化後の企業活動にも支障はあり

ません。しかし、新規上場審査に適合しないまま、猶予期間が終了した場合、監理ポストに割り当てられることとな

ります。

　また、当社と株式会社丸正は、平成19年４月１日をもって合併を行うことについて基本的に合意し、平成18年10月

16日開催の取締役会決議を経て、同日、株式会社丸正を存続会社とし、当社を消滅会社とする「合併合意書」を締結
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  いたしました。当該合併手続が予定期日通りに進んだ場合は、当社株式は平成19年３月27日に上場廃止の予定となりま

す。

　今後は、両社が一体となって、経営資源・ノウハウの共有化を図るとともに、それぞれの長所を最大限に生かし、よ

り強力な経営体制で事業を推進し、効率的な経営を行うことにより、両社の利益向上に努めてまいります。

(5）親会社等に関する事項

①　親会社等の商号等

 （平成18年９月30日現在）

親会社等 属性
親会社等の議決権所
有割合（％）

親会社等が発行する株券が上場され
ている証券取引所等

株式会社ヤマノホールディングス 親会社 53.8 株式会社ＪＡＳＤＡＱ証券取引所

②　親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等との関係

　当社の親会社は㈱ヤマノホールディングスであり、当中間連結会計期間末現在で当社の議決権の53.8％を所有

しております。同社は、事業子会社の経営戦略立案、経営管理等を行う純粋持株会社であり、当社はヤマノグル

ープにおけるアパレル事業の中核会社に位置付けられております。役員の兼任等につきましては、当中間連結会

計期間末において同社の従業員１名が当社の監査役を兼務しております。

　当社と親会社との間に取引関係、保証・被保証関係等はありません。なお、当社は、親会社の企業グループに

対し、一部製品の販売を行っておりますが、売上比率は極めて低く、当社の事業基盤全体に影響を与えるもので

はありません。

　従って、現時点において、親会社等からの一定の独立性が確保されているものと判断しております。
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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我が国経済は、企業収益の改善を背景とした民間設備投資の増加や雇用・所得環境の

持ち直しによる個人消費の増加等に支えられ、緩やかな回復基調が続きましたが、一方、原油価格の高騰による景気

への影響も懸念され、先行き不透明感の残る状況で推移いたしました。

　当繊維業界におきましては、価格競争の激化、輸入製品との競合等の厳しい経営環境が続いております。

  なお、平成18年３月末に当社グループ子会社のうち、丸福商事株式会社の全株式を譲渡したため、前中間連結損益

計算書及び前中間連結キャッシュ・フロー計算書には同社及び同社の子会社トリニティの損益及びキャッシュ・フロー

が含まれておりますが、当中間連結損益計算書及び当中間連結キャッシュ・フロー計算書からは除かれております。

　このような状況下で、当中間連結会計期間の連結売上高は、31億38百万円（前年同期比42.2％減）と前年同期比減

少しておりますが、損益面におきましては、営業損失は17百万円（前年同期は３億80百万円の損失）、経常損失は20

百万円（前年同期は３億41百万円の損失）、中間純損失は43百万円（前年同期は５億89百万円の損失）となり、前年

同期比大幅な改善が図られております。

　事業の種類別セグメントにおける業績は、以下のとおりであります。

①　意匠撚糸事業

　意匠撚糸事業につきましては、低価格競争の激化、輸入ニット製品の増加に伴う国内生産シェアの低下、アパレ

ルの素材調達の中国移転等の厳しい経営環境下にありますが、前期より実施中の事業構造改革の効果により、中間

業績は前年同期に比べ改善いたしました。この結果、売上高は４億88百万円（前年同期比14.1％増）となり、営業

損失は79百万円（前年同期は１億20百万円の損失）となりました。

②　洋装事業

　洋装事業につきましては、当中間連結会計期間より丸福商事株式会社の損益が除かれたため、売上高は26億49百

万円（前年同期比42.8％減）と前年同期比減少しておりますが、損益面におきましては、各社中期経営計画の重点

施策の効果が着実に現れてきた結果、営業利益は91百万円（前年同期は２億30百万円の損失）と大幅に改善いたし

ました。

 

(2）財政状態

（流動資産）

　当中間連結会計期間末における流動資産の残高は、26億58百万円（前連結会計年度末は29億77百万円）となり、３

億18百万円減少しました。これは、主に現金及び預金が１億１百万円、たな卸資産が１億79百万円増加する一方、受

取手形及び売掛金が１億４百万円、その他流動資産が４億96百万円減少したことによるものであります。

（固定資産）

　当中間連結会計期間末における固定資産の残高は、４億18百万円（前連結会計年度末は３億23百万円）で、94百万

円の増加となりました。これは、主に長期貸付金が１億10百万円増加したことによるものであります。

（流動負債）

　当中間連結会計期間末における流動負債の残高は、20億66百万円（前連結会計年度末は21億81百万円）となり、１

億14百万円減少しました。これは、主に支払手形及び買掛金が２億71百万円増加する一方、短期借入金が３億26百万

円、未払金が55百万円減少したことによるものであります。

（固定負債）

　当中間連結会計期間末における固定負債の残高は、４億15百万円（前連結会計年度末は４億85百万円）となり、69

百万円減少しました。これは、主に長期未払金が57百万円減少したことによるものであります。

（資　　本）

　当中間連結会計期間末における純資産の残高は、５億95百万円（前連結会計年度末は５億33百万円）となり、61百

万円増加しました。これは、主に中間純損失43百万円の計上により、利益剰余金が同額減少する一方、純資産の部の

表示に関する会計基準の変更により、当中間連結会計期間より純資産の部に少数株主持分１億７百万円が計上された

ことによるものであります。
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(3）キャッシュ・フロー

　当中間連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、前連結会計年度末に比べ１億１

百万円増加し、２億83百万円となりました。

　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１億25百万円（前年同期は２億５百万円の使用）となりました。

　これは主に、売上債権の減少額１億４百万円、仕入債務の増加額２億72百万円による資金の増加及びたな卸資産

の増加額１億80百万円による資金の減少を反映したものであります。

（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３億41百万円（前年同期は１億51百万円の使用）となりました。

　これは主に、グループ預け金の減少額１億28百万円及び関係会社株式の売却による収入２億38百万円による資金

の増加を反映したものであります。

（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３億65百万円（前年同期は13百万円の資金の増加）となりました。

　これは主に短期借入金の純減額71百万円及び長期借入金の返済による支出２億61百万円による資金の減少を反映

したものであります。

　当社グループのキャッシュ・フロー指標のトレンドは下記のとおりであります。

 平成18年３月期 平成19年３月期

 中間 期末  中間

 自己資本比率  11.6％ 16.2％ 15.9％ 

 時価ベースの自己資本比率（％）  129.0％ 123.7％ 94.5％ 

 債務償還年数（年） － － 3.1 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － － 8.8 

（注）　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

＊各指標はいずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

＊株式時価総額は、期末（中間期末）株価終値×期末（中間期末）発行済株式数（自己株式控除後）によ

　り算出しております。

＊有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち、利子を払っている全ての負債を対象とし

ております。

＊営業キャッシュ・フロー及び利払いは、連結（中間連結）キャッシュ・フロー計算書に計上されている

「営業活動によるキャッシュ・フロー」及び「利息の支払額」を使用しております。
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 (4）通期の業績予想

　今後の見通しにつきましては、当繊維業界は、依然として厳しい状況が続くものと予想されます。

　このような経営環境下で、下期の業績につきましては、前期より実施中の事業構造改革の効果が着実に現れてくる

ものと思われ、更に徹底した諸経費の削減に努めることにより、収益の改善が図られる見通しであります。

　これらを踏まえた当社グループの通期の連結業績予想につきましては、以下のとおりであります。

 （単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

19年３月期 6,880 85 95 50

18年３月期 10,629 △539 △415 △589

増      減 △3,749 624 510 639

増減率（％） △35.3 － － －

　

　なお、通期の個別業績予想は以下のとおりであります。

 （単位：百万円）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益

19年３月期 1,530 △115 △25 △165

18年３月期 1,297 △182 △86 △725

増　　　減 233 67 61 560

増減率（％） 18.0 － － －

 

 (5）事業等のリスク

①　海外での事業展開について

　当社の経営環境は、現状、低価格競争の激化・アパレル製造業の海外（中国）移転・輸入ニット製品の増勢に伴

う国内生産シェアの縮小等極めて厳しい状況にあり、意匠撚糸の国内販売を拡大することが困難な状況を踏まえ、

当社は中国上海を中心に意匠撚糸の製造・染加工及び販売を強化するため、中国現地法人、堀田（上海）貿易有限

公司を設立しております。また、子会社の東京華麗絲有限公司は台湾において当社グループ製品の販売を行ってお

ります。このため、今後、当社グループが海外における事業を拡大する上で、為替リスク及び現地の法的規制を受

ける可能性があります。

②　丸福商事株式会社の株式取得（子会社化）に関する東証の審査について

　当社は、平成16年３月30日、丸福商事株式会社の全株式を取得して同社を子会社といたしました。これに関し、

東京証券取引所は、本子会社化後の当社が実質的な存続会社ではないと認定し、これにより当社は、新規上場審査

に準じた審査を受けるための期間（猶予期間）に入りました。

　東京証券取引所の上場規則によれば、実質的な存続会社ではないと判断された場合でも、直ちに上場廃止となる

のではなく、子会社化期日以降最初に到来する決算（平成16年３月末）から３年経過後（平成19年３月末）まで猶

予期間とされ、この間上場は引き続き維持され、新規上場審査に準じた審査を受けることとなっております。

　従って、猶予期間中であっても、株式の売買はこれまでどおり可能であり、子会社化後の企業活動にも支障はあ

りません。しかし、新規上場審査に準じた審査に適合しないまま、猶予期間が終了した場合、監理ポストに割り当

てられることとなります。　

 　なお、当社と株式会社丸正は、平成19年４月１日をもって合併を行うことについて基本的に合意し、平成18年10

月16日開催の取締役会決議を経て、同日、株式会社丸正を存続会社とし、当社を消滅会社とする「合併合意書」を

締結いたしました。当該合併手続が予定期日通りに進んだ場合は、当社株式は平成19年３月27日に上場廃止の予定

となります。

　今後は、両社が一体となって、経営資源・ノウハウの共有化を図るとともに、それぞれの長所を最大限に生かし、

より強力な経営体制で事業を推進し、効率的な経営を行うことにより、両社の利益向上に努めてまいります。
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４．中間連結財務諸表等
(1) 中間連結貸借対照表

  
前中間連結会計期間末
（平成17年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 ※２  187,780   283,796   182,162  

２．受取手形及び売掛金 ※2,5  1,668,250   861,327   966,262  

３．たな卸資産   1,791,351   1,399,871   1,220,396  

４．繰延税金資産   6,681   3,423   3,520  

５．その他   440,046   113,376   609,964  

貸倒引当金   △157,188   △3,068   △4,958  

流動資産合計   3,936,921 86.2  2,658,726 86.4  2,977,348 90.2

Ⅱ　固定資産           

１．有形固定資産 ※１  187,041   88,895   104,498  

２．無形固定資産   171,099   27,693   23,327  

３．投資その他の資産           

(1)投資有価証券  47,733   6,959   7,027   

(2)長期貸付金  －   170,000   60,000   

(3)破産・更生債権等  694,908   508,481   508,481   

(4)その他  242,778   185,837   189,867   

貸倒引当金  △715,924 269,495  △569,399 301,878  △569,524 195,852  

固定資産合計   627,635 13.8  418,467 13.6  323,679 9.8

資産合計   4,564,557 100.0  3,077,194 100.0  3,301,027 100.0

           

－ 8 －



  
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

  1,178,116   862,310   590,523  

２．短期借入金 ※２  1,290,743   764,982   1,091,237  

３．賞与引当金   3,000   －   －  

４．返品調整引当金   37,128   30,786   36,570  

５．未払金   250,771   205,081   260,662  

６.その他   270,697   203,563   202,044  

流動負債合計   3,030,457 66.4  2,066,725 67.2  2,181,038 66.1

Ⅱ　固定負債           

１．長期借入金   81,708   15,174   21,978  

２．繰延税金負債   4,008   1,216   1,641  

３．連結調整勘定   256,373   －   －  

４．長期未払金   561,303   396,008   453,666  

５．その他   10,000   3,000   8,000  

固定負債合計   913,393 20.0  415,399 13.5  485,286 14.7

負債合計   3,943,851 86.4  2,482,124 80.7  2,666,324 80.8

           

（少数株主持分）           

少数株主持分   90,504 2.0  － －  100,849 3.0

           

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,434,400 31.4  － －  1,434,400 43.5

Ⅱ　資本剰余金   631,600 13.9  － －  631,600 19.1

Ⅲ　利益剰余金   △1,541,725 △33.8  － －  △1,541,569 △46.7

Ⅳ　その他有価証券評価
差額金

  1,539 0.0  － －  2,857 0.1

Ⅴ　為替換算調整勘定   4,902 0.1  － －  7,079 0.2

Ⅵ　自己株式   △515 △0.0  － －  △515 △0.0

資本合計   530,201 11.6  － －  533,852 16.2

負債、少数株主持分
及び資本合計

  4,564,557 100.0  － －  3,301,027 100.0
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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
（％）

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１．資本金   － －  1,434,400 46.6  － －

２．資本剰余金   － －  631,600 20.5  － －

３．利益剰余金   － －  △1,584,793 △51.5  － －

４．自己株式   － －  △515 △0.0  － －

株主資本合計   － －  480,691 15.6  － －

Ⅱ　評価・換算差額等           

１．その他有価証券評
価差額金

  － －  1,095 0.0  － －

２．為替換算調整勘定   － －  5,967 0.2  － －

評価・換算差額等合
計

  － －  7,062 0.2  － －

Ⅲ　少数株主持分   － －  107,315 3.5  － －

純資産合計   － －  595,069 19.3  － －

負債純資産合計   － －  3,077,194 100.0  － －
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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   5,425,609 100.0  3,138,037 100.0  10,629,638 100.0

Ⅱ　売上原価   3,394,809 62.6  1,763,049 56.2  6,760,653 63.6

売上総利益   2,030,799 37.4  1,374,987 43.8  3,868,984 36.4

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

※１  2,411,595 44.4  1,392,359 44.4  4,408,920 41.5

営業損失   380,796 △7.0  17,371 △0.6  539,935 △5.1

Ⅳ　営業外収益           

１．受取利息及び受取
配当金

 543   2,452   1,922   

２．協賛金収入  －   6,576   －   

３．祝金受取額  －   1,700   －   

４．受取ロイヤリティ  12,661   －   51,653   

５．連結調整勘定償却
額

 36,624   －   73,249   

６．その他  18,515 68,344 1.3 4,505 15,235 0.5 60,465 187,290 1.8

Ⅴ　営業外費用           

１．支払利息  19,864   13,979   42,055   

２．手形売却損  3,166   1,986   7,208   

３．その他  6,172 29,203 0.6 1,908 17,874 0.5 13,902 63,166 0.6

経常損失   341,655 △6.3  20,011 △0.6  415,812 △3.9

Ⅵ　特別利益           

１．前期損益修正益  －   －   915   

２．投資有価証券売却
益 

 8,201   －   －   

３．貸倒引当金戻入益  2,925   2,008   157,436   

４．保証債務取崩益  －   1,772   －   

５.その他  3,610 14,737 0.3 － 3,780 0.1 267,998 426,350 4.0

Ⅶ　特別損失           

  １．前期損益修正損 ※２ －   －   11,979   

２．固定資産売却損 ※３ 2,575   64   6,730   

３．固定資産除却損 ※４ －   5,406   26,645   

４. 減損損失 ※５ 15,520   2,916   124,384   

５．貸倒引当金繰入額  87,474   －   154,695   

６．店舗閉鎖損 ※６ 118,070   －   123,678   

７．その他  9,701 233,343 4.3 6,388 14,775 0.5 99,538 547,651 5.2

税金等調整前中間
（当期）純損失

  560,261 △10.3  31,006 △1.0  537,112 △5.1

法人税、住民税及
び事業税

 21,063   6,167   33,294   

法人税等調整額  6,824 27,888 0.5 48 6,216 0.2 8,583 41,878 0.3

少数株主利益   1,243 0.0  6,000 0.2  10,247 0.1

中間（当期）純損
失

  589,392 △10.8  43,223 △1.4  589,237 △5.5
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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   458,000  458,000

Ⅱ　資本剰余金増加高      

１．増資による新株の発
行

 173,600 173,600 173,600 173,600

Ⅲ　資本剰余金中間期末（期
末）残高

  631,600  631,600

      

（利益剰余金の部）      

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △952,332  △952,332

Ⅱ　利益剰余金減少高      

１．中間（当期）純損失  589,392 589,392 589,237 589,237

Ⅲ　利益剰余金中間期末（期
末）残高

  △1,541,725  △1,541,569

      

－ 12 －



 　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

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３月31日　残高　　　
（千円）

1,434,400 631,600 △1,541,569 △515 523,914

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失 △43,223 △43,223

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）

中間連結会計期間中の変動額合
計　　　　　　　　　 （千円)

－ － △43,223 － △43,223

平成18年９月30日　残高
（千円）

1,434,400 631,600 △1,584,793 △515 480,691

評価・換算差額等

少数株主
持    分

純資産合計そ の 他
有価証券
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高　　　　
（千円）

2,857 7,079 9,937 100,849 634,702

中間連結会計期間中の変動額

中間純損失 △43,223

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）

△1,762 △1,112 △2,875 6,465 3,590

中間連結会計期間中の変動額合計
　              　 （千円)

△1,762 △1,112 △2,875 6,465 △39,632

平成18年９月30日　残高
（千円）

1,095 5,967 7,062 107,315 595,069
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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　
　（当期）純損失

 △560,261 △31,006 △537,112

減価償却費  39,109 21,582 69,073

減損損失  15,520 2,916 124,384

営業権償却  14,368 － 39,281

連結調整勘定償却額  △34,202 － △68,404

のれん償却額  － 2,724 －

店舗閉鎖損  96,649 － 96,649

貸倒引当金の増減額
（△は減少）

 208,298 △2,008 71,595

賞与引当金の減少額  △2,788 － △3,788

退職給付引当金の減
少額

 △2,317 － △2,317

返品調整引当金の増
減額（△は減少）

 △2,410 △5,783 7,031

受取利息及び受取配
当金

 △543 △2,452 △1,922

支払利息  19,864 13,979 42,055

投資有価証券売却益  △8,191 － △28,481

固定資産売却損  2,575 64 5,226

固定資産除却損  － 5,406 26,645

売上債権の減少額  105,899 104,086 86,297

たな卸資産の増減額
（△は増加）

 74,508 △180,421 242,102

仕入債務の増減額
（△は減少）

 △11,436 272,539 △185,645

その他  △109,715 △51,975 △291,033

小計  △155,073 149,653 △308,362

利息及び配当金の受
取額

 543 2,445 1,922

利息の支払額  △19,848 △14,142 △42,857

法人税等の支払額  △31,360 △12,794 △46,359

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

 △205,739 125,161 △395,657
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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

    

有形固定資産の取得
による支出

 △7,840 △16,897 △24,961

有形固定資産の売却
による収入

 159 － 4,300

無形固定資産の取得
による支出

 △5,721 △12,622 △9,329

無形固定資産の売却
による収入

 325 － 1,365

投資有価証券の取得
による支出

 △3,183 △963 △5,199

投資有価証券の売却
による収入

 18,376 － 76,071

出資金の返還による
収入

 50 101 50

貸付けによる支出  △3,389 △1,000 △14,189

貸付金の回収による
収入

 995 1,500 3,495

保証預け金の差入れ
による支出

 △6,210 △533 △40,562

保証預け金の返還に
よる収入

 22,675 5,630 73,384

グループ預け金の増
減額（△は増加）

 △168,203 128,404 △170,626

関係会社株式の売却
による収入

 － 238,000 －

その他  － － 98,050

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

 △151,965 341,618 △8,152
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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）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

    

短期借入金の増減額
（△は減少）

 △173,955 △71,251 109,730

長期借入れによる収
入

 35,000 － 35,000

長期借入金の返済に
よる支出

 △164,032 △261,808 △308,320

株式の発行による収
入 

 347,954 － 347,954

自己株式の取得によ
る支出

 △38 － △38

長期未払金の支払に
よる支出

 △31,735 △32,536 △121,847

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

 13,193 △365,595 62,478

Ⅳ　現金及び現金同等物に
係る換算差額

 1,687 450 2,488

Ⅴ　現金及び現金同等物の
増減額（△は減少）

 △342,825 101,634 △338,843

Ⅵ　現金及び現金同等物の
期首残高

 521,006 182,162 521,006

Ⅶ　現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高

 178,180 283,796 182,162
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継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況 

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）

　当社グループは、前連結会計年度において１

億82百万円の営業損失を計上し、営業キャッ

シュ・フローも４億94百万円のマイナスとなっ

ております。また、当中間連結会計期間におい

ても３億80百万円の営業損失を計上し、営業

キャッシュ・フローも２億５百万円のマイナス

の状況であり、資金の独自調達の困難性を有し

ております。当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在しております。

　当社グループは、ヤマノグループのアパレル

事業の中核としてかかる状況を改善するため、

株式会社ヤマノホールディングコーポレーショ

ンとの密接な関係を維持しつつ、業績の改善と

経営の効率化を図るため、中期経営計画を策定

し、収益基盤の強化とグループ企業価値の向上

を目指してまいります。

　中期経営計画の骨子は次のとおりです。

 ①効率的かつ機動的な連結経営体制の構

   築・強化

 ②市場変化に即応した事業の再構築、ビジ

   ネスモデルの変革

 ③商品企画力の強化と経費の圧縮、在庫効

　 率の改善

 ④グループ・シナジーの創出

　また、資金面におきましては、株式会社ヤマ

ノホールディングコーポレーションによる当社

の平成17年４月15日付第三者割当増資の引受や、

当社グループへの貸付など、同社からの財務的

支援を受けており、今後も当社グループは同社

による安定的協力の回答を得ております。

　中間連結財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義の影響を

中間連結財務諸表には反映しておりません。

　当社グループは、前連結会計年度において５

億39百万円の営業損失を計上し、営業キャッ

シュ・フローも３億95百万円のマイナスとなっ

ております。また、当中間連結会計期間におい

ても17百万円の営業損失を計上しております。

当該状況により、継続企業の前提に関する重要

な疑義が存在しております。

　当社グループは、ヤマノグループのアパレル

事業の中核としてかかる状況を改善するため、

株式会社ヤマノホールディングスとの密接な関

係を維持しつつ、業績の改善と経営の効率化を

図るため、収益基盤の強化とグループ企業価値

の向上を目指してまいります。

　当社においては、中核事業の意匠撚糸事業は、

日本における意匠撚糸のナンバーワン企業とし

て、その技術を継承し、常に新たな素材開発に

努めます。また、ニット素材分野における豊富

な技術や知識を生かし、素材のみならず特長あ

る製品の開発を行います。

　具体的には、

①意匠撚糸国内事業は、商品と販売戦略を明確

にし、効率を求め、収支のバランスを重視し

ます。

②意匠撚糸中国事業は、生産から販売まで一貫

システムを確立し、積極的な販売活動を行い、

事業拡大を図ります。

③ニット製品事業は、東京（販売・企画）と上

海の現地法人（生産）の共同ワークを推進し、

製品チームの充実を図ります。  

　タケオニシダ・ジャパン株式会社においては、

経費削減を主とする筋骨質な体質の改善はほぼ

完了し、販路拡大、ブランド力の向上、認知度

の向上を図り、安定収益体制を構築します。

「TAKEO NISHIDA」は日本を代表するロイヤル

デザイナーブランドとして、より優れたデザイ

ン力と商品開発力を追求し、そのブランド力と

イメージ力を基に企業価値を高め、安定収益を

確保します。

　東京ブラウス株式会社においては、全事業部

バランスのとれた収益体制を目指します。ブラ

ウス事業部は競争優位性のあるセレモニーブラ

ウスの更なる百貨店市場の独占化を図り、シャ

ツアイテムではミセスからシニア層まで顧客の

拡大を目指します。また、通販・テレビショッ

ピング等の新規販売チャネルの開拓をします。

クレイサス事業部は商品企画の再構築を図り、

顧客ターゲットを25歳に明確に設定し、販売推

進の強化を行います。また、インターネット販

売・ライセンスビジネスの拡大を目指します。

ドレス事業部は専門店・通販・テレビショッピ

ング等の新規販売チャネルの拡大を目指します。

　当社グループは、前連結会計年度において１

億82百万円の営業損失を計上し、営業キャッ

シュ・フローも４億94百万円のマイナスとなっ

ております。また、当連結会計年度においても

５億39百万円の営業損失を計上し、営業キャッ

シュ・フローも３億95百万円のマイナスとなっ

ております。当該状況により、継続企業の前提

に関する重要な疑義が存在しております。

　当社グループは、ヤマノグループのアパレル

事業の中核としてかかる状況を改善するため、

株式会社ヤマノホールディングコーポレーショ

ンとの密接な関係を維持しつつ、業績の改善と

経営の効率化を図るため、中期経営計画を策定

し、収益基盤の強化とグループ企業価値の向上

を目指してまいります。

　中期経営計画の各社別骨子は次のとおりです。

　当社においては、中核事業の意匠撚糸事業は、

日本における意匠撚糸のナンバーワン企業とし

て、その技術を継承し、常に新たな素材開発に

努めます。また、ニット素材分野における豊富

な技術や知識を生かし、素材のみならず特長あ

る製品の開発を行います。

　具体的には、

①意匠撚糸国内事業は、商品と販売戦略を明

　確にし、効率を求め、収支のバランスを重

　視します。

②意匠撚糸中国事業は、生産から販売まで一

  貫システムを確立し、積極的な販売活動を

   行い、事業拡大を図ります。

③ニット製品事業は、東京（販売・企画）と

  上海の現地法人（生産）の共同ワークを推

   進し、製品チームの充実を図ります。  

　タケオニシダ・ジャパン株式会社においては、

経費削減を主とする筋骨質な体質の改善はほぼ

完了し、販路拡大、ブランド力の向上、認知度

の向上を図り、安定収益体制を構築します。

「TAKEO NISHIDA」は日本を代表するロイヤル

デザイナーブランドとして、より優れたデザイ

ン力と商品開発力を追求し、そのブランド力と

イメージ力を基に企業価値を高め、安定収益を

確保します。

　東京ブラウス株式会社においては、全事業部

バランスのとれた収益体制を目指します。ブラ

ウス事業部は競争優位性のあるセレモニーブラ

ウスの更なる百貨店市場の独占化を図り、シャ

ツアイテムではミセスからシニア層まで顧客の

拡大を目指します。また、通販・テレビショッ

ピング等の新規販売チャネルの開拓をします。

クレイサス事業部は商品企画の再構築を図り、

顧客ターゲットを25歳に明確に設定し、販売推

進の強化を行います。また、インターネット販

売・ライセンスビジネスの拡大を目指します。

ドレス事業部は専門店・通販・テレビショッピ

ング等の新規販売チャネルの拡大を目指します。
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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）

　また、資金面におきましては、親会社の株式

会社ヤマノホールディングス（旧株式会社ヤマ

ノホールディングコーポレーション）による当

社の平成17年４月15日付第三者割当増資の引受

や当社グループへの貸付など、同社からの財務

的支援を受けており、今後も当社グループは同

社による安定的協力の回答を得ております。

  なお、当社と株式会社丸正は、平成19年４月

１日をもって合併を行うことについて基本的に

合意し、平成18年10月16日開催の取締役会決議

を経て、同日、株式会社丸正を存続会社とし、

当社を消滅会社とする「合併合意書」を締結い

たしました。今後は、両社が一体となって、経

営資源・ノウハウの共有化を図るとともに、そ

れぞれの長所を最大限に生かし、より強力な経

営体制で事業を推進し、効率的な経営を行うこ

とにより、両社の利益向上に努めてまいります。

　中間連結財務諸表は継続企業を前提として作

成されており、このような重要な疑義の影響を

中間連結財務諸表には反映しておりません。

　また、資金面におきましては、親会社ヤマノ

ホールディングコーポレーションによる当社の

平成17年４月15日付第三者割当増資の引受や当

社グループへの貸付など、同社からの財務的支

援を受けており、今後も当社グループは同社に

よる安定的協力の回答を得ております。

　連結財務諸表は継続企業を前提として作成さ

れており、このような重要な疑義の影響を連結

財務諸表には反映しておりません。
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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

項目
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 　子会社は、全て連結しております。

連結子会社の数　６社

連結子会社名

丸福商事株式会社

株式会社トリニティ

堀田(上海)貿易有限公司

タケオニシダ・ジャパン株式会

社

東京ブラウス株式会社

東京華麗絲有限公司

 

　子会社は、全て連結しております。

連結子会社の数　４社

連結子会社名

堀田(上海)貿易有限公司

タケオニシダ・ジャパン株式会

社

東京ブラウス株式会社

東京華麗絲有限公司

 

  子会社は全て連結しております。

連結子会社の数　４社

連結子会社名

堀田(上海)貿易有限公司

タケオニシダ・ジャパン株式会

社

東京ブラウス株式会社

東京華麗絲有限公司

丸福商事株式会社及び同社の子会

社株式会社トリニティについては、

平成18年３月に丸福商事株式会社の

全株式を譲渡したため、連結の範囲

から除いております。連結損益計算

書及び連結キャッシュ・フロー計算

書には、同社株式譲渡までの損益及

びキャッシュ・フローが含まれてお

ります。

２．持分法の適用に関する事

項

持分法適用の関連会社数　  1 社

株式会社西田武生デザイン事務所

  株式会社西田武生デザイン事務所

は、重要性が増したため、当中間連

結会計期間より持分法の適用範囲に

含めております。  

持分法適用の関連会社数　  1 社　

株式会社西田武生デザイン事務所

    

持分法適用の関連会社数　  1 社

株式会社西田武生デザイン事務所

  株式会社西田武生デザイン事務

所は、当連結会計年度より持分法

の適用範囲に含めております。  

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事

項

連結子会社のうち、堀田(上海)貿

易有限公司及び東京華麗絲有限公司

の中間決算日は６月30日であり、中

間連結決算日との差は３ヶ月以内で

あるため、当該連結子会社の事業年

度に係る中間財務諸表を基礎として

連結を行っております。

中間連結決算日と上記の中間決算

日等との期間に発生した重要な取引

については、連結上必要な調整を

行っております。

同左  連結子会社のうち、堀田(上海)

貿易有限公司及び東京華麗絲有限公

司の決算日は12月31日であり、連結

決算日との差は３ヵ月以内であるた

め、当該連結子会社の事業年度に係

る財務諸表を基礎として連結を行っ

ております。

連結決算日と上記の決算日との期

間に発生し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。

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

(イ)有価証券

その他有価証券

（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）を採用

しております。

(イ)有価証券

その他有価証券

（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）を採

用しております。

(イ)有価証券

その他有価証券

（時価のあるもの）

　決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は全部資本直入法

により処理し、売却原価は移動平

均法により算定）を採用しており

ます。

（時価のないもの）

　移動平均法による原価法を採用

しております。

（時価のないもの）

　　　　　　同左

（時価のないもの）

同左

(ロ)デリバティブ

　時価法によっております。

(ロ)  ─────―

　　　　　　

(ロ)デリバティブ

　時価法によっております。

(ハ)たな卸資産

　主として総平均法による原価法

を採用しております。

(ハ)たな卸資産

意匠撚糸

　総平均法による原価法を採用し

ております。

洋装製品

　個別法による原価法を採用して

おります。 

(ハ)たな卸資産

意匠撚糸

　　　　　　同左

洋装製品

　　　　　　同左
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項目
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）

(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

　当社及び国内連結子会社は定率

法を、また、在外連結子会社は定

額法を採用しております。

（ただし、当社及び国内連結子会

社は、平成10年４月１日以降に取

得した建物（建物附属設備を除

く）は定額法によっております。

　　　　　　

(イ)有形固定資産

同左

(イ)有形固定資産

同左

(ロ)無形固定資産

　定額法を採用しております。

　なお、ソフトウェア(自社利用

分)は、社内における利用可能期

間(５年)に基づく定額法を採用し

ております。

(ロ)無形固定資産

　　　　　　同左

(ロ)無形固定資産

同左

（ハ)長期前払費用

　定額法を採用しております。

（ハ)長期前払費用

　　　　　　同左

(ハ)長期前払費用

　　　　　　同左

(3）重要な引当金の計上基

準

(イ)貸倒引当金

　売上債権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。

(イ)貸倒引当金

　　　　　　同左

(イ)貸倒引当金

同左

(ロ)賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額の当中間連結

会計期間負担額を計上しておりま

す。

(ロ)賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額の当中間連結

会計期間負担額を計上しておりま

す。ただし、当中間連結会計期間

は支給見込額がないため、賞与引

当金は計上しておりません。

(ロ)賞与引当金

　従業員の賞与の支給に備えるた

め、賞与支給見込額の当連結会計

年度負担額を計上しております。

ただし、当連結会計年度は支給見

込額がないため、賞与引当金は計

上しておりません。

(ハ)退職給付引当金

　　　　─────―

（追加情報）

　提出会社は、平成17年３月31日

開催の取締役会において、退職金

制度の廃止が決議された後、当社

労働組合と協定し、退職金制度を

廃止しました。これに伴い、制度

廃止時の退職金規程に基づく自己

都合による要支給額を長期未払金

に振り替えております。

(ハ)  ─────―

　　　　

(ハ)退職給付引当金

　　　　─────―

（追加情報）

　当社は、平成17年３月31日開催

の取締役会において、退職金制度

の廃止が決議された後、当社労働

組合と協定し、退職金制度を廃止

しました。これに伴い、制度廃止

時の退職金規程に基づく自己都合

による要支給額を長期未払金に振

り替えております。

(ニ)返品調整引当金

　一部の連結子会社は、洋装品売

上に係る返品に対処するため、当

中間連結会計期間末前一定の期間

の売上高を基礎として、返品見込

額のうち売買利益相当額を計上し

ております。

(ニ)返品調整引当金

　　　　　　同左

(ニ)返品調整引当金

　一部の連結子会社は、洋装品売

上に係る返品に対処するため、当

連結会計年度末前一定の期間の売

上高を基礎として、返品見込額の

うち売買利益相当額を計上してお

ります。
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項目
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）

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準

　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。なお、在外

子会社等の資産及び負債は、中間

連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、

換算差額は少数株主持分及び資本

の部における為替換算調整勘定に

含めて計上しております。

　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。なお、在外

子会社等の資産及び負債は、中間

連結決算日の直物為替相場により

円貨に換算し、収益及び費用は期

中平均相場により円貨に換算し、

換算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定及び少数株主持分

に含めて計上しております。　　

　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。なお、在外子会

社等の資産及び負債は、連結決算

日の直物為替相場により円貨に換

算し、収益及び費用は期中平均相

場により円貨に換算し、換算差額

は少数株主持分及び資本の部にお

ける為替換算調整勘定に含めて計

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。

　　　　　　同左 　　　　　　同左

(6）重要なヘッジ会計の方

法

(イ)ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。また、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処理の要件を

充たしている場合には振当処理を

採用しております。　　

　　　　 ─────― (イ)ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用しており

ます。また、為替変動リスクの

ヘッジについて振当処理の要件を

充たしている場合には振当処理を

採用しております。　　

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……為替予約

　　　　　　　通貨スワップ

ヘッジ対象……外貨建金銭債務

　　　　　　　外貨建予定取引

　　　　 ─────― (ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……為替予約

　　　　　　　通貨スワップ

ヘッジ対象……外貨建金銭債務

　　　　　　　外貨建予定取引

(ハ)ヘッジ方針

　為替変動リスクを回避するため、

対象債務の範囲内でヘッジを行っ

ています。

　　　　 ─────― (ハ)ヘッジ方針

　為替変動リスクを回避するため、

対象債務の範囲内でヘッジを行っ

ています。

(ニ)ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象とヘッジ手段の資

産・負債に関する重要な条件が同

一である場合には、ヘッジ有効性

評価を省略しております。

　　　　 ─────― (ニ)ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象とヘッジ手段の資

産・負債に関する重要な条件が同

一である場合には、ヘッジ有効性

評価を省略しております。

(7）その他中間連結財務諸

表（連結財務諸表）作

成のための重要な事項

消費税等の会計処理

　税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

　　　　　　　同左

消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（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、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ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投資から

なっております。

　　　　　　同左 同左
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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）

　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15,520千円

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。

 

 

　　　　──―─────―

 　

（固定資産の減損に係る会計基準）

　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

調整前中間純損失は 124,384千円増加

しております。

　セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。

　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。

　　　　──―─────―

　

（受取ロイヤリティに係る会計基準）

 　従来、ライセンシーから受け取る

ライセンス料については、営業外収

益の「受取ロイヤリティ」として計

上しておりましたが、当中間連結会

計期間より売上高に含めて計上する

ことに変更しました。

   この変更は、今後のライセンスビ

ジネスの拡大を目指すことに伴い、

ライセンス収入の位置付けを本業と

して見直した結果であり、経営環境

の変化に対応したものであります。

また、当該収入はライセンスビジネ

スの営業活動の成果であることから、

当社グループの営業活動の実態をよ

り適切に表示するために行ったもの

であります。

　この変更により、従来と同一の方

法によった場合に比べ、売上高及び

売上総利益は21,584千円増加し、営

業損失は同額減少しております。な

お、経常損失及び税金等調整前中間

純損失への影響はありません。

　　　　──―─────―
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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）

　　　　──―─────― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

  当中間連結会計期間より、「貸借対

照表の純資産の部の表示に関する会計

基準」（企業会計基準第５号　平成17

年12月９日）及び「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準等の適

用指針」（企業会計基準適用指針第８

号　平成17年12月９日）を適用してお

ります。これまでの資本の部の合計に

相当する金額は487,753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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表示方法の変更 

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）

 （中間連結損益計算書）

１.「受取ロイヤリティ」は、前中間連結会計期間まで営

　業外収益の「その他」に含めて表示しておりましたが、

　営業外収益の総額の100分の10を超えたため、区分掲記

  しております。

　　なお、前中間連結会計期間における「受取ロイヤリテ

  ィ」の金額は5,475千円であります。 

２. 「手形売却損」は、前中間連結会計期間まで営業外費

　用の「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外

　費用の総額の 100分の10を超えたため、区分掲記してお

　ります。

　　なお、前中間連結会計期間における「手形売却損」の

　金額は4,222千円であります。 

３.「投資有価証券売却益」及び「貸倒引当金戻入益」

　は、前中間連結会計期間まで特別利益の「その他」に含

　めて表示しておりましたが、特別利益の総額の 100分の

  10を超えたため区分掲記しております。

　　なお、前中間連結会計期間における「投資有価証券売

　却益」の金額は 221千円、「貸倒引当金戻入益」の金額

　は3,700千円であります。

 

 （中間連結損益計算書）

１.「協賛金収入」は、前中間連結会計期間まで営業外収

益の「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外

収益の総額の100分の10を超えたため、区分掲記してお

ります。

　なお、前中間連結会計期間における「協賛金収入」の

金額は266千円であります。 

２.「固定資産除却損」は、前中間連結会計期間まで特別

損失の「その他」に含めて表示しておりましたが、特別

損失の総額の100分の10を超えたため、区分掲記してお

ります。

　なお、前中間連結会計期間における「固定資産除却　

損」の金額は4,709千円であります。

 

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

１．営業活動によるキャッシュ・フローの「その他資産の

　増加額」及び「その他負債の増加額」につきましては、

　当中間連結会計期間より「その他」に含めて表示してお

　ります。

　　なお、当中間連結会計期間のそれぞれの金額は

　△95,319千円、△21,634千円であります。

 ２．営業活動によるキャッシュ・フローの「投資有価証券

　売却損益」は、前中間連結会計期間は「その他」に含め

　て表示しておりましたが、金額的重要性が増したため区

　分掲記しております。

　　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれてい

　る「投資有価証券売却損益」の金額は 221千円でありま

  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、「連結調整勘定償却　

額」として掲記されていたものは、当中間連結会計期間

から「のれん償却額」と表示しております。

 

 

 

 ２．営業活動によるキャッシュ・フローの「固定資産除却

損」は、前中間連結会計期間は「その他」に含めて表示

しておりましたが、金額的重要性が増したため区分掲記

しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれてい

る「固定資産除却損」の金額は4,709千円であります。
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追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成17年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）

　提出会社は、平成16年３月30日、丸

福商事株式会社の全株式を取得して同

社を子会社としました。これに関し、

東京証券取引所は、本子会社化後の当

社が実質的な存続会社ではないと認定

し、これにより提出会社は、新規上場

審査に準じた審査を受けるための期間

（猶予期間）に入りました。

　東京証券取引所の上場規則によれば、

実質的な存続会社ではないと判断され

た場合でも、直ちに上場廃止となるの

ではなく、子会社化期日以降最初に到

来する決算（平成16年３月末）から３

年経過後（平成19年３月末）まで猶予

期間とされ、この間上場は引き続き維

持され、新規上場審査に準じた審査を

受けることとなっております。

　従って、猶予期間中であっても、株

式の売買はこれまでどおり可能であり、

子会社化後の企業活動にも支障はあり

ません。しかし、新規上場審査に準じ

た審査に適合しないまま、猶予期間が

終了した場合、監理ポストに割り当て

られることとなります。 

　提出会社は、平成16年３月30日、丸

福商事株式会社の全株式を取得して同

社を子会社としました。これに関し、

東京証券取引所は、本子会社化後の当

社が実質的な存続会社ではないと認定

し、これにより提出会社は、新規上場

審査に準じた審査を受けるための期間

（猶予期間）に入りました。

　東京証券取引所の上場規則によれば、

実質的な存続会社ではないと判断され

た場合でも、直ちに上場廃止となるの

ではなく、子会社化期日以降最初に到

来する決算（平成16年３月末）から３

年経過後（平成19年３月末）まで猶予

期間とされ、この間上場は引き続き維

持され、新規上場審査に準じた審査を

受けることとなっております。

　従って、猶予期間中であっても、株

式の売買はこれまでどおり可能であり、

子会社化後の企業活動にも支障はあり

ません。しかし、新規上場審査に準じ

た審査に適合しないまま、猶予期間が

終了した場合、監理ポストに割り当て

られることとなります。 

　なお、当社は平成18年10月16日開催

の取締役会において、兄弟会社である

株式会社丸正と平成19年４月１日付で

合併することを決議いたしました。重

要な後発事象に記載された合併手続が

予定期日通りに進んだ場合は、当社株

式は平成19年３月27日に上場廃止の予

定となります。

　提出会社は、平成16年３月30日、丸

福商事株式会社の全株式を取得して同

社を子会社としました。これに関し、

東京証券取引所は、本子会社化後の当

社が実質的な存続会社ではないと認定

し、これにより提出会社は、新規上場

審査に準じた審査を受けるための期間

（猶予期間）に入りました。

　東京証券取引所の上場規則によれば、

実質的な存続会社ではないと判断され

た場合でも、直ちに上場廃止となるの

ではなく、子会社化期日以降最初に到

来する決算（平成16年３月末）から３

年経過後（平成19年３月末）まで猶予

期間とされ、この間上場は引き続き維

持され、新規上場審査に準じた審査を

受けることとなっております。

　従って、猶予期間中であっても、株

式の売買はこれまでどおり可能であり、

子会社化後の企業活動にも支障はあり

ません。しかし、新規上場審査に準じ

た審査に適合しないまま、猶予期間が

終了した場合、監理ポストに割り当て

られることとなります。 
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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）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

252,992千円        161,113千円        181,215千円

※２．担保に供している資産 ※２． 　　　 ─────── ※２． 　　　 ───────

預　　金 25,049千円

受取手形 91,577千円

上記物件は、短期借入金95,770千円の

担保に供しております。

　３．受取手形割引高及び裏書譲渡高 　３．受取手形割引高 　３．受取手形割引高及び裏書譲渡高

340,097千円        181,938千円        240,583千円

　４．　　　　─────── 　４．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契

約を締結しております。この契約に基づく

当中間連結会計期間末の借入未実行残高は

次のとおりであります。

 

当座貸越極度額   220,000千円

借入実行残高    －　千円

　差引残高    220,000千円

　４．当社においては、運転資金の効率的な

調達を行うため取引銀行１行と当座貸越契

約及び貸出コミットメント契約を締結して

おります。これら契約に基づく当連結会計

年度末の借入未実行残高は次のとおりであ

ります。

当座貸越極度額及び貸出コ

ミットメントの総額

  220,000千円

借入実行残高    －　千円

　差引残高    220,000千円

※５． 　　　 ─────── ※５．中間連結会計期間末日満期手形

　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を

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 14,747千円

支払手形 28,720千円

※５． 　　　 ───────
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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うち、主要な

費目及び金額は次のとおりであります。

※１．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。

※１．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。

給料手当 487,072千円

賞与引当金繰入額 1,000千円

貸倒引当金繰入額 24,894千円

賃借料 246,394千円

給料手当    344,579千円

販売手数料    298,908千円

のれん償却額    2,724千円

給料手当    913,038千円

販売手数料    834,458千円

賞与引当金繰入額     3,000千円

※２． 　　　──────── ※２． 　　　──────── ※２．主に子会社の過年度未払費用修正によ

るものであります。

※３．子会社の車両の売却によるものであり

ます。

※３．当社の車両の売却によるものでありま

す。

※３．当社の機械装置及び子会社の車両の売

却によるものであります。

※４． 　　　──────── ※４．当社の車両、工具器具備品及び子会社

の建物、車両、工具器具備品の除却によ

るものであります。

※４． 　　　────────

※５．減損損失

　　当中間連結会計期間において、当社グル

　－プは以下の資産グループについて減損損

　失を計上しております。

※５．減損損失

　　当中間連結会計期間において、当社グル

　－プは以下の資産グループについて減損損

　失を計上しております。

※５．減損損失

　　当連結会計年度において、当社グル

　－プは以下の資産グループについて減損損

　失を計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

（千円） 

静岡県熱

海市他
遊休資産 建物及び土地 9,155

－ 遊休資産  電話加入権 6,364

場所 用途 種類
減損損失

（千円） 

東京都調

布市
店舗 建物 2,476

－ 遊休資産  電話加入権 440

場所 用途 種類
減損損失

（千円） 

静岡県熱

海市他
遊休資産 建物及び土地 9,155

福岡県

福岡市
店舗 建物 5,999

東京都

渋谷区
－　 営業権 102,864

－ 遊休資産  電話加入権 6,364

当社グループは、事業の関連性により資産

のグルーピングを行っております。但し、遊

休資産については、個々の物件をグルーピン

グの最小単位としております。上記資産は、

継続的な時価の下落等により、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失（15,520千円）として、特別損失に計上し

ております。その内訳は、建物8,881千円、土

地273千円及び電話加入権6,364千円でありま

す。

　なお、当該資産の回収可能価額は、正味売

却価額（固定資産税評価額を基礎に公示価格

相当額へ調整を行った額）等により算定して

おります。

当社グループは、事業の関連性により資産

のグルーピングを行っております。但し、遊

休資産については、個々の物件をグルーピン

グの最小単位としております。上記資産のう

ち、直営店舗については、閉鎖が予定されて

いる店舗につき、その帳簿価額全額を減損損

失（2,476千円）として、遊休資産については、

継続的な時価の下落等により、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失（440千円）として、特別損失に計上してお

ります。その内訳は、建物2,476千円及び電話

加入権440千円であります。

　なお、遊休資産の回収可能価額は、正味売

却価額により算定しております。

 　当社グループは、事業の関連性により資産

のグルーピングを行っております。但し、遊

休資産については、個々の物件をグルーピン

グの最小単位としております。上記資産は、

継続的な時価の下落等により、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損

失（124,384千円）として、特別損失に計上

しております。その内訳は、建物14,881千円、

土地273千円、営業権102,864千円及び電話加

入権6,364千円であります。

　なお、当該資産の回収可能価額は、正味売

却価額（固定資産税評価額を基礎に公示価格

相当額へ調整を行った額）等により算定して

おります。

※６．店舗閉鎖損

　　主として、丸福商事㈱における小売部門

　の撤退に伴う在庫処分によるものでありま

　す。

※６． 　　　──────── ※６．店舗閉鎖損

　　主として、丸福商事㈱における小売部門

　の撤退に伴う在庫処分によるものでありま

　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（千株）

当中間連結会計期間

増加株式数（千株）

当中間連結会計期間

減少株式数（千株）

当中間連結会計期間

末株式数（千株）

 発行済株式     

 　　普通株式　 36,800 － － 36,800

合計 36,800 － － 36,800

 自己株式     

 　　普通株式　 4 － － 4

合計 4 － － 4

 

２．新株予約権及び自己株式予約権に関する事項

　　　該当事項はありません。

 

 ３．配当に関する事項

     該当事項はありません。

（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中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の中間期末残高と中間連

結貸借対照表に掲記されている科目の金額と

の関係

現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対

照表に掲記されている科目の金額との関係

（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 187,780千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
△9,600千円

現金及び現金同等物 178,180千円

現金及び預金勘定    283,796千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
  － 千円

現金及び現金同等物    283,796千円

現金及び預金勘定    182,162千円

預入期間が３ヶ月を超える

定期預金
 － 千円

現金及び現金同等物    182,162千円
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①　リース取引

　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

前中間連結会計期間末（平成17年９月30日現在）

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 19,166 28,974 9,807

合計 19,166 28,974 9,807

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（店頭売買株式を除く） 18,758

当中間連結会計期間末（平成18年９月30日現在）

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 4,642 6,939 2,296

合計 4,642 6,939 2,296

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 20

前連結会計年度末（平成18年３月31日現在）

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 3,679 7,007 3,328

合計 3,679 7,007 3,328

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 20
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③　デリバティブ取引

　ＥＤＩＮＥＴによる開示を行うため記載を省略しております。

④　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

 
意匠撚糸
事業
（千円）

洋装事業
（千円）

宝飾事業
（千円）

その他事
業
（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 428,484 4,630,662 273,166 93,295 5,425,609 － 5,425,609

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － － －

計 428,484 4,630,662 273,166 93,295 5,425,609 － 5,425,609

営業費用 548,892 4,861,202 263,729 105,237 5,779,061 27,344 5,806,405

営業利益（又は営業損失△） △120,407 △230,539 9,436 △11,941 △353,452 (27,344) △380,796

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、商品の種類で区分しております。

２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要な商品

意匠撚糸事業 リングヤーン、シャギーヤーン、ポーラヤーン、テープヤーン、特殊紡績糸等

洋装事業
レディース、キッズ、ブラウス、スカート、パンツ、ワンピース、スーツ、ドレ

ス、服飾雑貨等

宝飾事業 ダイヤモンドリング、ファッションリング、ネックレス、時計等

その他事業 呉服等

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（27,344千円）の主なものは、当社グルー

プの全体の管理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４月１日　至　平成18年９月30日）

 
意匠撚糸
事業
（千円）

洋装事業
（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 488,721 2,649,316 3,138,037 － 3,138,037

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － －

計 488,721 2,649,316 3,138,037 － 3,138,037

営業費用 567,993 2,557,403 3,125,397 30,012 3,155,409

営業利益（又は営業損失△） △79,272 91,912 12,640 (30,012) △17,371

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、商品の種類で区分しております。

２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要な商品

意匠撚糸事業 リングヤーン、シャギーヤーン、ポーラヤーン、テープヤーン、特殊紡績糸等

洋装事業
レディース、ブラウス、スカート、パンツ、ワンピース、スーツ、ドレス、

服飾雑貨等

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（30,012千円）の主なものは、当社グルー

プの全体の管理に係る費用であります。

４．従来、主に洋装事業として連結の範囲に含めていた丸福商事㈱及び主に宝飾事業として連結の範囲に含めて

いた同社の子会社である㈱トリニティについては、前連結会計年度において当社が保有する丸福商事㈱の全

株式を㈱ヤマノホールディングコーポレーションへ譲渡いたしました。これにより、宝飾事業及びその他の

事業を営む会社がなくなったため、宝飾事業及びその他の事業は当中間連結会計期間より廃止いたしました。
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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）

 
意匠撚糸
事業
（千円）

洋装事業
（千円）

宝飾事業
（千円）

その他
事業
（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 1,226,560 8,753,772 441,366 207,938 10,629,638 － 10,629,638

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高
－ － － － － － －

計 1,226,560 8,753,772 441,366 207,938 10,629,638 － 10,629,638

営業費用 1,333,685 9,133,544 424,539 220,677 11,112,445 57,128 11,169,573

営業利益（又は営業損失△） △107,124 △379,771 16,827 △12,738 △482,807 (57,128) △539,935

　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、商品の種類で区分しております。

２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要な商品

意匠撚糸事業 リングヤーン、シャギーヤーン、ポーラヤーン、テープヤーン、特殊紡績糸等

洋装事業
レディース、キッズ、ブラウス、スカート、パンツ、ワンピース、スーツ、ドレ

ス、服飾雑貨等

宝飾事業 ダイヤモンドリング、ファッションリング、ネックレス、時計等

その他事業 呉服等

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（57,128千円）の主なものは、当社グルー

プの全体の管理に係る費用であります。

４．従来、主に洋装事業として連結の範囲に含めていた丸福商事㈱及び主に宝飾事業として連結の範囲に含めて

いた同社の子会社である㈱トリニティについては、当連結会計年度において当社が保有する丸福商事㈱の全

株式を㈱ヤマノホールディングコーポレーションへ譲渡したため、連結子会社から除外しております。なお、

当連結会計年度においては、株式譲渡時までの売上高及び営業損益を取り込んでおります。

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

前連結会計年度（自　平成17年４月１日　至　平成18年３月31日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報

の記載を省略しております。

ｃ．海外売上高

前中間連結会計期間（自　平成17年４月１日　至　平成17年９月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

当中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、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４月１日　至　平成18年３月31日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（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 14円 41銭

１株当たり中間純損失金額 16円 11銭

１株当たり純資産額   13円 26銭

１株当たり中間純損失金額   1円 17銭

１株当たり純資産額   14円  51銭

１株当たり当期純損失金額

 

 16円  06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、希薄化効果を有している潜在株式が存

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、１株当たり中間純損失で

あり、希薄化効果を有している潜在株式が存

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、希薄化効果を有している潜在株式が存

在しないため、記載しておりません。

 

（注）１株当たり中間純利益金額又は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（当期）純損失

（千円）
589,392 43,223 589,237

普通株主に帰属しない金額

（千円）
－ － －

普通株式に係る中間（当期）

純損失（千円）
589,392 43,223 589,237

期中平均株式数（千株） 36,581 36,795 36,688

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

 商法第280条ノ20及び第280

 条ノ21の規定に基づく新株

 予約権

　平成16年６月25日定時株主

  総会決議（新株予約権の数

  404個）

旧商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づく新

株予約権

平成16年６月25日定時株主

総会決議（新株予約権の数

341個）

旧商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づく

新株予約権

平成16年６月25日定時株主

総会決議（新株予約権の数

387個）
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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）

────── 　平成18年10月16日開催の取締役会に

おいて、親会社ヤマノホールディング

スの連結子会社である株式会社丸正（以

下「丸正」）との合併を決議し、合併

合意書を締結いたしました。その主な

内容は下記のとおりであります。

１.合併の目的

　ヤマノグループにおける洋装事業の

統合を図り、経営資源を集中し各事業

の効率化と一体化の推進を目的として

おります。

２.合併の内容

　合併合意書承認取締役会

　　　　　平成18年10月16日

　合併合意書の締結

　　　　　平成18年10月16日

　合併契約書承認取締役会

　　　　　平成18年12月中旬（予定）

　合併契約書調印

　　　　　平成18年12月中旬（予定）

　合併契約書承認臨時株主総会

　　　　　平成19年２月中旬（予定）

  当社株式の売買最終日

　　　　　平成19年３月26日（予定）

  当社株式の上場廃止日

　　　　　平成19年３月27日（予定）

　合併期日（効力発生日）

　　　　　平成19年４月１日（予定）

　株式交付日

　　　　　未定

３.合併の方法

　丸正を存続会社とする吸収合併方式

で、当社は解散いたします。なお、商

号を「堀田丸正株式会社」に変更いた

します。 

４.合併比率等

　今後の協議により決定する予定で

す。 

５.相手会社の主な事業内容、規模

　（平成18年3月期）

　主な事業内容　各種繊維製品と宝

　　　　　　　　石、貴金属等卸売

　   売上高　　　　7,110百万円

　   当期純利益　　　 24百万円

　   総資産額　　　5,826百万円

　   純資産額　　　2,280百万円

　   従業員数　　　207名

６.配当起算日 

　今後の協議により決定する予定で

す。　 

──────
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