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１．平成18年9月中間期の業績（平成18年4月1日～平成18年9月30日）

(1）経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

 18年9月中間期 507 5.6 △124 － △78 －

 17年9月中間期 480 △31.3 △130 － △89 －

 18年3月期 1,297 △182 △86

中間(当期)純利益
１株当たり中間
(当期)純利益

百万円 ％ 円 銭

 18年9月中間期 △214 － △5 84

 17年9月中間期 △84 － △2 32

 18年3月期 △725 △19 77

（注）①期中平均株式数 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

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。

(2）財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

 18年9月中間期 1,392 227 16.3 6 19

 17年9月中間期 2,172 1,082 49.8 29 43

 18年3月期 1,367 442 32.4 12 02

（注）①期末発行済株式数 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

②期末自己株式数 18年9月中間期      4,548株 17年9月中間期 4,548株 18年3月期      4,548株

２．平成19年3月期の業績予想（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 1,530 △25 △165

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　 △4円48銭

３．配当状況

・現金配当 中間期末 期末 年間

18年3月期 0.00 0.00 0.00

19年3月期（実績） 0.00 －
0.00

19年3月期（予想） － 0.00

 

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

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

なお、上記予想に関する事項は添付資料の８ページを参照して下さい。
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５．個別中間財務諸表等
(1) 中間貸借対照表

  
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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  35,513   75,353   86,273   

２　受取手形 ※７ 49,534   27,226   129,950   

３　売掛金  175,407   207,450   203,815   

４　たな卸資産  450,700   459,503   351,767   

５　短期貸付金  320,000   －   116,000   

６　その他 ※４ 38,982   47,729   276,676   

貸倒引当金  △1,778   △76   △8,535   

流動資産合計   1,068,360 49.2  817,186 58.7  1,155,948 84.6

Ⅱ　固定資産           

１　有形固定資産 ※１ 15,907   7,603   8,525   

２　無形固定資産  620   620   620   

３　投資その他の資産           

(1）関係会社株式  1,048,743   186,618   186,618   

(2) 長期貸付金  －   110,000   －   

(3) 関係会社長期貸
付金

 －   547,081   155,245   

(4) 固定化債権 ※２ 650,880   506,303   506,303   

(5) その他  40,169   16,671   16,439   

貸倒引当金  △651,947   △799,612   △662,592   

計  1,087,846   567,063   202,014   

固定資産合計   1,104,373 50.8  575,286 41.3  211,159 15.4

資産合計   2,172,734 100.0  1,392,473 100.0  1,367,107 100.0

           

（負債の部）           

Ⅰ　流動負債           

１　支払手形  152,095   213,493   165,847   

２　買掛金  99,672   124,010   69,221   

３　短期借入金  655,854   679,108   514,680   

４　その他 ※４ 30,983   38,250   39,201   

流動負債合計   938,606 43.2  1,054,862 75.8  788,950 57.7

Ⅱ　固定負債           

１　長期借入金  34,038   15,174   21,978   

２　長期未払金  107,260   91,778   105,729   

３　その他  10,000   3,000   8,000   

固定負債合計   151,298 7.0  109,952 7.9  135,707 9.9

負債合計   1,089,904 50.2  1,164,815 83.7  924,658 67.6
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前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度の要約貸借対照表

（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
（％）

（資本の部）           

Ⅰ　資本金   1,434,400 66.0  － －  1,434,400 104.9

Ⅱ　資本剰余金           

１　資本準備金  631,600   －   631,600   

資本剰余金合計   631,600 29.0  － －  631,600 46.2

Ⅲ　利益剰余金           

１　中間（当期）未処
理損失

 982,655   －   1,623,034   

利益剰余金合計   △982,655 △45.2  － －  △1,623,034 △118.7

Ⅳ　自己株式   △515 △0.0  － －  △515 △0.0

資本合計   1,082,829 49.8  － －  442,449 32.4

負債資本合計   2,172,734 100.0  － －  1,367,107 100.0

           

（純資産の部）           

Ⅰ　株主資本           

１　資本金   － －  1,434,400 103.0  － －

２　資本剰余金           

(1) 資本準備金  －   631,600   －   

資本剰余金合計   － －  631,600 45.3  － －

３　利益剰余金           

(1) その他利益剰余
金

          

繰越利益剰余金  －   △1,837,826   －   

利益剰余金合計   － －  △1,837,826 △132.0  － －

４　自己株式   － －  △515 △0.0  － －

株主資本合計   － －  227,658 16.3  － －

純資産合計   － －  227,658 16.3  － －

負債純資産合計   － －  1,392,473 100.0  － －
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(2) 中間損益計算書

  
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（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   480,458 100.0  507,243 100.0  1,297,077 100.0

Ⅱ　売上原価   380,562 79.2  397,036 78.3  1,030,665 79.5

　売上総利益   99,895 20.8  110,207 21.7  266,412 20.5

Ⅲ　販売費及び一般管理費   230,132 47.9  235,143 46.3  448,416 34.5

　営業損失   130,236 △27.1  124,936 △24.6  182,004 △14.0

Ⅳ　営業外収益 ※１  58,883 12.2  55,564 11.0  125,471 9.6

Ⅴ　営業外費用 ※２  17,929 3.7  8,991 1.8  29,751 2.3

　経常損失   89,282 △18.6  78,363 △15.4  86,284 △6.7

Ⅵ　特別利益 ※３  12,530 2.6  4,231 0.8  165,710 12.8

Ⅶ　特別損失 ※４  5,347 1.1  137,973 27.2  799,220 61.6

　税引前中間（当期）純損失   82,100 △17.1  212,105 △41.8  719,793 △55.5

　法人税、住民税及び事業税   2,686 0.5  2,686 0.5  5,372 0.4

　中間（当期）純損失   84,786 △17.6  214,791 △42.3  725,165 △55.9

　前期繰越損失   897,869   －   897,869  

　中間（当期）未処理損失   982,655   －   1,623,034  
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(3）中間株主資本等変動計算書

当中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

株主資本

純資産合計

資本金 

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本
合　　計資  本

準備金

資  本
剰余金
合　計

その他利益

剰  余  金 利  益
剰余金
合  計繰越利益

剰 余 金

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,434,400 631,600 631,600 △1,623,034 △1,623,034 △515 442,449 442,449

中間会計期間中の変動額

中間純損失 △214,791 △214,791 △214,791 △214,791

中間会計期間中の変動額

合計　　　　 　（千円）
－ － － △214,791 △214,791 － △214,791 △214,791

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,434,400 631,600 631,600 △1,837,826 △1,837,826 △515 227,658 227,658
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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）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

　当社は、平成12年３月期以降、継続して営

業損失を計上し、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。

　当社は、ヤマノグループのアパレル事業の

中核会社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

等に対処するため、堀田（上海）貿易有限

公司を中心とした中国における意匠撚糸の

製販一貫体制の確立

②意匠撚糸を中心とした従来事業の抜本的な

見直しと、アパレル事業の意匠撚糸と並ぶ

中心事業への育成

③社内組織体制、人員の有機的な再編と経費

削減

　また、資金面におきましては、当社は、平

成17年４月15日に親会社の株式会社ヤマノホー

ルディングコーポレーションを割当先とする

３億50百万円の第三者割当増資を実施し、財

務体質の改善を図っており、今後も同社によ

る安定的協力の回答を得ております。

　中間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

中間財務諸表には反映しておりません。

　当社は、平成12年３月期以降、継続して営

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。

　当社は、ヤマノグループのアパレル事業の

中核会社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、収益基盤の強化と企業価値の

向上を目指してまいります。

　当社は、技術のパイオニアとしての伝統を

継承し、意匠撚糸を主力素材とするグローバ

ルなニット糸コンバーターを目指します。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意匠撚糸事業においては、その開発力・生

産力を生かし、国内外で事業展開を行いま

す。

②差別化素材のグローバルな調達・展開を行

います。

③堀田（上海）貿易有限公司を中心とした中

国における製造・販売一貫体制を活用し、

競争優位に立った事業展開を行います。

④独自素材使用、オリジナルデザイン、新た

なる販売ルートなど特長あるニット製品事

業を展開します。

　また、資金面におきましては、当社は、平

成17年４月15日に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）を割当先とする３億

50百万円の第三者割当増資を実施し、財務体

質の改善を図っており、今後も同社による安

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

中間財務諸表には反映しておりません。

　当社は、平成12年３月期以降、継続して営

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。

　技術のパイオニアとしての伝統を継承し、

意匠撚糸を主力素材とするグローバルなニッ

ト糸コンバーターを目指します。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意匠撚糸事業においては、その開発力・生

産力を生かし、国内外で事業展開を行いま

す。

②差別化素材のグローバルな調達・展開を行

います。

③堀田（上海）貿易有限公司を中心とした中

国における製造・販売一貫体制を活用し、

競争優位に立った事業展開を行います。

④独自素材使用、オリジナルデザイン、新た

なる販売ルートなど特徴あるニット製品事

業を展開します。

  また、資金面におきましては、当社は、平

成17年４月15日に親会社の株式会社ヤマノホー

ルディングコーポレーションを割当先とする

３億50百万円の第三者割当増資を実施し、財

務体質の改善を図っており、今後も同社によ

る安定的協力の回答を得ております。

　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財務

諸表には反映しておりません。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価

方法

(1）有価証券

　　子会社株式及び関連会社株式

　　　移動平均法による原価法

(1）有価証券

　  子会社株式及び関連会社株式

　　　　　　　同左

(1)有価証券

　 子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券 その他有価証券 その他有価証券

（時価のないもの）

　移動平均法による原価法

（時価のないもの）

同左

（時価のないもの）

同左

(2)デリバティブ 

  時価法によっております。 

(2)  ─────―

  

(2)デリバティブ 

  時価法によっております。 

(3）たな卸資産

製品商品、原材料

　総平均法による原価法

(3）たな卸資産

製品商品、原材料

同左

(3）たな卸資産

製品商品、原材料

同左

２．固定資産の減価償却の方

法

有形固定資産

　定率法を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。

建物　　　　　　３～26年

機械及び装置　　10～11年

有形固定資産

同左

 

有形固定資産

同左

　

 

 

３．引当金の計上基準 (1）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。

(1）貸倒引当金

同左

(1）貸倒引当金

同左

(2）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会計

期間負担額を計上しております。

　ただし、当中間会計期間は支給

見込額がないため、賞与引当金は

計上しておりません。

(2）賞与引当金

　          同左

(2）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事業年度

負担額を計上しております。

  ただし、当事業年度は支給見込

額がないため、賞与引当金は計上

しておりません。 

(3）退職給付引当金

　　　　─────―

（追加情報）

　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。

(3） ─────―

　　　　

(3）退職給付引当金

　　　　 ─────―

（追加情報）

　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。

４．外貨建の資産及び負債の

本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

同左 　外貨建金銭債権債務は、期末決算

日の直物為替相場により円貨に換算

し、換算差額は損益として処理して

おります。

５．リース取引の処理方法 　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

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

同左

(ロ)ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……為替予約

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

同左

(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

同左

(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

同左

７．その他中間財務諸表（財

務諸表）作成のための基本

となる重要な事項

消費税等の会計処理

税抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更 

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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。これによる影響額

は軽微であります。

　なお、減損損失累計額については、

改正後の中間財務諸表等規則に基づき

各資産の金額から直接控除しておりま

す。  

　　　　──―─────― 　当事業年度より、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。これによる影響額は軽微

であります。

　なお、減損損失累計額については、

各資産の金額から直接控除しておりま

す。 

 

　　　　──―─────― （貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準）

　　　　──―─────―

   当中間会計期間より、「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準」

（企業会計基準第５号　平成17年12月

９日）及び「貸借対照表の純資産の部

の表示に関する会計基準等の適用指針」

（企業会計基準適用指針第８号　平成

17年12月９日）を適用しております。

これまでの資本の部の合計に相当する

金額は227,658千円であります。なお、

当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、中間財務

諸表等規則の改正に伴い、改正後の中

間財務諸表等規則により作成しており

ます。
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　追加情報

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

  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。 

  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。 

  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。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

項目
前中間会計期間末

（平成17年９月30日）
当中間会計期間末

（平成18年９月30日）
前事業年度末

（平成18年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償

却累計額

56,929千円       24,593千円       32,773千円

※２．固定化債権 　特別清算手続中のバンク オブ ク

レジット アンド コマース イン

ターナショナル東京支店の定期預金

及び破産・更生債権等であります。

同左 同左

　３．受取手形割引高 161,099千円        184,012千円        250,340千円

※４．消費税等の取扱い 　仮払消費税等と仮受消費税等は相

殺して、流動資産の「その他」に含

めて表示しております。

同左 ─────―

  ５．偶発債務 　次の関係会社等について、金融機

関からの借入に対し債務保証を行っ

ております。

　次の関係会社等について、リース

会社からのリース債務に対し債務保

証を行っております。

　次の関係会社等について、金融機

関からの借入に対し債務保証を行っ

ております。

 
保証先

金額

（千円）
内容

タケオ ニシ

ダ・ジャパ

ン㈱

250,000 借入債務

計 250,000  

保証先
金額

（千円）
内容

タケオ ニシ

ダ・ジャパ

ン㈱

7,483
リース

債  務

計 7,483  

保証先
金額

（千円）
内容

タケオ ニシ

ダ・ジャパ

ン㈱

256,455
借入債務

等

計 256,455  

  ６．当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約

　─────― 　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

　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期末

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

※７．中間期末日満期手形 　─────―  中間期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、次の中間期末

日満期手形が中間会計期間末残高

に含まれております。

受取手形 50千円

支払手形 9,874千円

 

　─────―

－ 45 －



（中間損益計算書関係）

項目
前中間会計期間

（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日）

※１．営業外収益の主要項目    

　受取利息 5,590千円      4,063千円      9,728千円

　経営指導料等  49,698千円        50,221千円        110,104千円

※２．営業外費用の主要項目    

　支払利息 10,893千円      6,889 千円       20,850千円

※３．特別利益の主要項目    

　貸倒引当金戻入額 8,742千円      2,459千円      152,585千円

  賞与引当金戻入額  3,788千円 －      3,788千円

※４．特別損失の主要項目    

　固定資産売却除却損 －      565千円    5,492千円

　貸倒引当金繰入額 －      131,019千円      161,245千円

  本社移転費用 － 6,388千円 －

  支店移転費用 4,922千円 －      7,932千円

　５．減価償却実施額    

　有形固定資産 1,347千円      672千円      1,276千円

（中間株主資本等変動計算書関係）

 当中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

 自己株式の種類及び株式数に関する事項

 
前事業年度末株式数

（千株）

当中間会計期間増加

　　株式数（千株）

当中間会計期間減少

　　株式数（千株）

当中間会計期間末株

式数（千株）

 普通株式　 4 － － 4

 　　　　合計 4 － － 4

 

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

前中間会計期間末（平成17年９月30日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

当中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。

前事業年度末（平成18年３月31日現在）

　子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはありません。
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成17年４月１日
至　平成17年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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 29円 43銭

１株当たり中間純損失 2円 32銭

１株当たり純資産額  6円 19銭

１株当たり中間純損失 5円 84銭

１株当たり純資産額  12 円  02銭

１株当たり当期純損失  19円   77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、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。

　　　　　　　　　　同左 　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、当期純損失が計上されて

おり、また、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（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)

当中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

前事業年度
(自　平成17年４月１日
至　平成18年３月31日)

１株当たり中間（当期）純損失金額    

中間（当期）純損失（千円） 84,786 214,791 725,165

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）
84,786 214,791 725,165

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）

当中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

前事業年度
（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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