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１．18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 410 (  0.8) 83 ( 68.4) △19  (　  －)

17年９月中間期 407 (  1.1) 49 (△41.8) 8 (△84.7)

18年３月期 832 206 126

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 △89 (　－) △4 04

17年９月中間期 △301 (　－) △13 70

18年３月期 △267 △12 13

（注）①期中平均株式数 18年９月中間期 22,192,180株 17年９月中間期 21,967,918株 18年３月期 22,015,016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 13,180 3,041 23.1 136 16

17年９月中間期 12,848 3,170 24.7 143 98

18年３月期 12,647 3,234 25.6 146 59

（注）①期末発行済株式数 18年９月中間期  22,337,000株 17年９月中間期 22,019,000株 18年３月期 22,067,000株

②期末自己株式数 18年９月中間期      15,858株 17年９月中間期 15,858株 18年３月期 15,858株

２．19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 820  70  20  

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）－円90銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

中間期末 期末 年間

18年３月期  5 5

19年３月期（実績） － －
5

19年３月期（予想） － 5

 

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

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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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  1,109,903 986,611 956,387

２．短期貸付金 906,332 894,023 709,945

３．繰延税金資産 60,855 44,538 65,795

４．その他 187,934 229,943 139,268

　　貸倒引当金 △26,800 △180,385 △73,440

流動資産合計 2,238,225 17.4 1,974,732 15.0 1,797,957 14.2

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産  

(1）土地 ※2 845,043 845,043 845,043

(2）その他 ※1.2 242,796 1,087,840 8.5 224,859 1,069,902 8.1 235,278 1,080,321 8.5

２．無形固定資産  35,537 0.3 29,235 0.2 33,346 0.3

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※2 214,105 295,847 250,269

(2）関係会社株式 ※2 5,827,936 6,244,221 6,065,936

(3）関係会社出資金 153,284 － 153,284

(4）関係会社長期貸付
金

3,131,090 3,456,622 3,151,553

(5）繰延税金資産 32,131 5,698 2,825

(6）その他 232,054 117,907 129,704

　　貸倒引当金 △103,310 △14,000 △17,350

投資その他の資産計 9,487,293 73.8 10,106,296 76.7 9,736,224 77.0

固定資産合計 10,610,670 82.6 11,205,434 85.0 10,849,892 85.8

資産合計 12,848,896 100.0 13,180,167 100.0 12,647,849 100.0
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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
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．短期借入金 1,140,000 1,650,000 1,100,000

２．一年以内返済予定の
長期借入金

※2 631,800 767,810 691,800

３．一年以内償還予定の
社債

※2 108,000 108,000 108,000

４．未払法人税等 2,056 3,281 4,090

５．前受金 122,311 95,895 109,703

６．グループ預り金 3,060,267 3,199,067 2,736,977

７．その他 ※4 106,151 119,191 306,259

流動負債合計 5,170,586 40.2 5,943,246 45.1 5,056,830 40.0

Ⅱ　固定負債

１．社債 ※2 1,868,500 1,760,500 1,814,500

２．長期借入金 ※2 2,432,500 2,310,141 2,346,600

３．役員退職慰労引当金 58,010 58,010 58,010

４．長期未払金 146,783 64,609 134,747

５．預り保証金 2,260 2,260 2,260

固定負債合計 4,508,053 35.1 4,195,521 31.8 4,356,117 34.4

負債合計 9,678,640 75.3 10,138,767 76.9 9,412,947 74.4

（資本の部）

Ⅰ　資本金 1,193,523 9.3 － － 1,198,219 9.5

Ⅱ　資本剰余金

１．資本準備金 309,094 － 313,770

２．その他資本剰余金 1,421,212 － 1,421,212

資本剰余金合計 1,730,306 13.5 － － 1,734,982 13.7

Ⅲ　利益剰余金

１．利益準備金 33,000 － 33,000

２．中間（当期）未処分
利益

197,238 － 231,137

利益剰余金合計 230,238 1.8 － － 264,137 2.1

Ⅳ　その他有価証券評価差
額金

19,197 0.1 － － 40,571 0.3

Ⅴ　自己株式 △3,009 △0.0 － － △3,009 △0.0

資本合計 3,170,256 24.7 － － 3,234,901 25.6

負債・資本合計 12,848,896 100.0 － － 12,647,849 100.0

（純資産の部）   

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  － － 1,222,399 9.2  －

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  － 337,918  －

(2）その他資本剰余金  － 1,421,212  －

資本剰余金合計  － － 1,759,130 13.3  －
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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
（％）

３．利益剰余金   

(1）利益準備金  － 33,000 －

(2）その他利益剰余金     

　　繰越利益剰余金  － 31,222 －

利益剰余金合計  － － 64,222 0.5 － －

４．自己株式  － － △3,009 △0.0 － －

株主資本合計  － － 3,042,743 23.1 － －

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価
差額金

 － － △1,343 △0.0 － －

評価・換算差額等合計  － － △1,343 △0.0 － －

純資産合計  － － 3,041,399 23.1 － －

負債純資産合計  － － 13,180,167 100.0 － －
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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 407,032 100.0 410,480 100.0 832,968 100.0

Ⅱ　売上原価 32,367 8.0 22,781 5.6 55,872 6.7

売上総利益 374,664 92.0 387,698 94.4 777,095 93.3

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

324,865 79.8 303,834 74.0 570,973 68.6

営業利益 49,798 12.2 83,864 20.4 206,122 24.7

Ⅳ　営業外収益 ※1 39,600 9.7 62,738 15.3 99,051 11.9

Ⅴ　営業外費用 ※2 80,858 19.8 166,100 40.4 179,023 21.5

経常利益又は経常
損失（△）

8,540 2.1 △19,497 △4.7 126,150 15.1

Ⅵ　特別利益  － － － － 5,000 0.6

Ⅶ　特別損失 ※3.4 300,878 73.9 41,385 10.1 361,878 43.4

税引前中間（当
期）純損失

292,338 △71.8 60,882 △14.8 230,727 △27.7

法人税、住民税及
び事業税

935 475 18,951

還付法人税等 － 18,007 －

法人税等調整額 7,766 8,702 2.2 46,229 28,697 7.0 17,462 36,413 4.4

中間（当期）純損
失

301,040 △74.0 89,579 △21.8 267,141 △32.1

前期繰越利益 498,278 － 498,278

中間（当期）未処
分利益

197,238 － 231,137
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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

資本金

資本剰余金 利益剰余金

自己株式
株主資本合

計資本
準備金

その他
資本
剰余金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

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）
1,198,219 313,770 1,421,212 1,734,982 33,000 231,137 264,137 △3,009 3,194,329

中間会計期間中の変動額

新株の発行 24,180 24,148  24,148     48,328

剰余金の配当　(注)      △110,335 △110,335  △110,335

中間純損失(△)      △89,579 △89,579  △89,579

自己株式の処分          

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
         

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
24,180 24,148 － 24,148 － △199,914 △199,914 － △151,586

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,222,399 337,918 1,421,212 1,759,130 33,000 31,222 64,222 △3,009 3,042,742

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評

価差額金
評価・換算
差額等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
40,571 40,571 3,234,901

中間会計期間中の変動額

新株の発行   48,328

剰余金の配当　（注）   △110,335

中間純損失(△)   △89,579

自己株式の処分    

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△41,915 △41,915 △41,915

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△41,915 △41,915 △193,501

平成18年９月30日　残高

（千円）
△1,343 △1,343 3,041,399

 (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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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

その他有価証券

(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

(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

時価のあるもの

中間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。

時価のあるもの

中間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。

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、

売却原価は主として移動平

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

  なお、投資事業有限責任組合及び

これに類する組合への出資(証券取

引法第２条第２項により有価証券と

みなされるもの)については、組合

契約に規定される決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方

法によっております。

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

  移動平均法による原価法

  なお、投資事業有限責任組合及び

これに類する組合への出資(証券取

引法第２条第２項により有価証券と

みなされるもの)については、組合

契約に規定される決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方

法によっております。

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（付属設

備を除く。）については定額法）

を採用しております。

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（付属設

備を除く。）については定額法）

を採用しております。

　なお、主な耐用年数は以下の通

りであります。

　建物　　　　14年～47年

(1）有形固定資産

同左

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　ただし、ソフトウェア(自社利

用分)については、社内における

利用可能期間(５年)に基づく定額

法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

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）

 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）役員退職慰労引当金

　平成13年9月30日をもって、役

員の退職慰労金支給の内規を凍結

したため、役員退職慰労金支給の

内規の基づく平成13年9月30日ま

での退職金要支給額を計上してお

ります。

(2）役員退職慰労引当金

同左

(2）役員退職慰労引当金

同左

４．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

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の処理

　特例処理の要件を満たしている金

利スワップ取引については、特例処

理によっております。

(1）ヘッジ会計の処理

同左

(1）ヘッジ会計の処理

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……金利スワップ

ヘッジ対象……借入金利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　当社所定の社内承認手続きを行っ

た上で借入金利息の金利変動リスク

を回避する目的により金利スワップ

を利用しております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例処

理によっているため、ヘッジの有効

性の判定は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

６．その他中間財務諸表作成の

ための基本となる重要な事項

(1）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理

は、税抜方式によっております。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）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）

　当中間会計期間より、固定資産の減損に係る

会計基準（「固定資産の減損に係る会計基準の

設定に関する意見書」（企業会計審議会　平成

14年８月９日））及び「固定資産の減損に係る

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針

第６号　平成15年10月31日）を適用しておりま

す。

　これにより、税引前中間純損失が119,230千

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。

　─────

 

（固定資産の減損に係る会計基準）  

 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。これにより、

営業利益及び経常利益が992千円増加し、税引前

当期純損失が118,238千円増加しております。

　なお、減損損失累計額については、改正後の財

務諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除

しております。

 ─────

　

　（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会

計基準）

　当中間会計期間より、「貸借対照表の純資産

の部の表示に関する会計基準」(企業会計基準

第５号　平成17年12月９日)及び「貸借対照表

の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用

指針」(企業会計基準適用指針第８号　平成17

年12月９日)を適用しております。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

3,041,399千円であります。

　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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表示方法の変更

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）

 （貸借対照表）

 ──────

 (貸借対照表）

　前事業年度まで、旧有限会社法の規定による有限会社の持分は投資

その他の資産の「関係会社出資金」に含めて表示しておりましたが、

「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平成17年法

律第87号）が公布され、会社法（平成17年法律86号）の規定による株

式会社へ商号を変更したことにより、当中間会計期間末より投資その

他の資産の「関係会社株式」に含めて表示しております。なお、当中

間会計期間末の「関係会社株式」に含まれている金額は、153,284千円

であります。
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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）

　平成16年3月30日、当社連結子会社の堀田産

業株式会社は、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、東京証券取引所は当該子会社取得後

の堀田産業株式会社が実質的な存続会社では

ないと認定し、これにより堀田産業株式会社

は、新規上場審査に準じた審査を受けるため

の猶予期間に入りました。

　堀田産業㈱及び堀田グループは、今後早期

に同社が新規上場審査に準じた審査を通過す

るよう、万全の体制で臨む所存であります。

　しかし、同社が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（平成19

年3月末）した場合、監理ポストに割り当てら

れることとなります。

　その後の状況によっては、堀田産業株式会

社の株式評価等に影響する可能性があります。

当社グループとしてはかかる事態の回避のた

め、あらゆる方策を講ずる所存であります。

　平成16年3月30日、当社連結子会社の堀田産

業株式会社は、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、東京証券取引所は当該子会社取得後

の堀田産業株式会社が実質的な存続会社では

ないと認定し、これにより堀田産業株式会社

は、新規上場審査に準じた審査を受けるため

の猶予期間に入りました。

　同社が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（平成19年3月末）

した場合、監理ポストに割り当てられること

となります。

　その後の状況によっては、堀田産業株式会

社の株式評価等に影響する可能性がありま

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、当社連結子会社の株式会社

丸正を存続会社とし堀田産業株式会社を平成

19年4月1日付合併することを決議いたしまし

た。

　平成16年3月30日、当社連結子会社の堀田産

業株式会社は、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、東京証券取引所は当該子会社取得後

の堀田産業株式会社が実質的な存続会社では

ないと認定し、これにより堀田産業株式会社

は、新規上場審査に準じた審査を受けるため

の猶予期間に入りました。

　堀田産業㈱及び堀田グループは、今後早期

に同社が新規上場審査に準じた審査を通過す

るよう、万全の体制で臨む所存であります。

　しかし、同社が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（平成19

年3月末）した場合、監理ポストに割り当てら

れることとなります。

　その後の状況によっては、堀田産業株式会

社の株式評価等に影響する可能性があります。

当社グループとしてはかかる事態の回避のた

め、あらゆる方策を講ずる所存であります。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

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 ※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

77,263千円 97,376千円 85,251千円

※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務

　 担保に供している資産は、次の通りで

あります。

建物 56,140千円

土地 527,890千円

関係会社株式 1,564,834千円

計 2,148,864千円

 　 担保に供している資産は、次の通り

であります。

建物 52,504千円

土地 527,890千円

関係会社株式 2,077,653千円

計 2,658,048千円

 　 担保に供している資産は、次の通り

であります。

建物 54,322千円

土地 527,890千円

関係会社株式 1,794,079千円

計 2,376,292千円

担保付債務は、次の通りであります。 担保付債務は、次の通りであります。 担保付債務は、次の通りであります。

1年以内返済予定

長期借入金
455,000千円

長期借入金 1,785,000千円

計 2,240,000千円

1年以内返済予定

長期借入金
535,810千円

長期借入金 1,632,141千円

１年以内償還予定

社債(銀行保証付

無担保社債)

48,000千円

社債(銀行保証付

無担保社債)

372,000千円

計 2,587,952千円

1年以内返済予定

長期借入金
490,600千円

長期借入金 1,526,800千円

１年以内償還予定

社債(銀行保証付

無担保社債)

48,000千円

社債(銀行保証付

無担保社債)

396,000千円

計 2,461,400千円

関係会社の借入に対する担保 関係会社の借入に対する担保 関係会社の借入に対する担保

関係会社株式 1,031,731千円

関係会社計上債務

額

1,877,255千円

建物 39,251千円

土地 155,138千円

関係会社株式 884,840千円

計 1,079,229千円

関係会社計上債務

額

1,437,053千円

関係会社株式 1,083,342千円

関係会社計上債務

額

928,554千円

　前払式証票の規制等に関する法律に

基づく供託として差し入れている資産

　前払式証票の規制等に関する法律に

基づく供託として差し入れている資産

　前払式証票の規制等に関する法律に

基づく供託として差し入れている資産

投資有価証券 84,204千円 投資有価証券 83,532千円 投資有価証券 82,201千円
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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）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

３．偶発債務 ３．偶発債務 ３．偶発債務

（1）次の関係会社について、次のような債務

保証を行っております。

（1）次の関係会社について、次のような債務

保証を行っております。

　次の関係会社について、次のような債務保

証を行っております。

保証先
金額
(千円)

内容

㈱錦 880,000
銀行借入金に対
する保証

㈱ビ・ゴー
ル

9,680
買掛金に対する
根保証

 291,683
銀行借入金に対
する保証 

㈱寛斎スー
パースタジ
オ

43,346
銀行借入金に対
する保証

㈲寛斎デザ
イン研究所

315,400
銀行借入金に対
する保証

㈱トリニ
ティ

133,640
銀行借入金、割
引手形に対する
保証

丸福商事㈱ 174,993

銀行借入金、輸
入取引、割引手
形に対するに対
する保証及び根
保証

 25,780
輸入代行に対す
る保証

四菱㈱ 554,281
銀行借入金、割
引手形に対する
保証

かねもり
㈱ 

24,600
銀行借入金に対
する保証

㈱アールエ
フシー

570,000
供託委託契約の
連帯保証

㈱ヤマノビ
バスポーツ

1,500,000
銀行借入金に対
する保証

㈱サトウダ
イヤモンド
チェーン

450,000
社債発行に対す
る保証

合計 4,973,404

（2）関係会社数社の事業所等賃借契約につい

て保証を行っております。

保証先
金額
(千円)

内容

㈱錦 820,000
銀行借入金、社
債発行に対する
保証

㈱ヤマノ
ジュエリー
システムズ

15,946
買掛金に対する
根保証

 766,819
銀行借入金、社
債発行に対する
保証

㈱寛斎スー
パースタジ
オ

9,183
銀行借入金に対
する保証

㈱寛斎デザ
イン研究所

259,000
銀行借入金に対
する保証

㈱トリニ
ティ

114,272
銀行借入金、割
引手形に対する
保証

丸福商事㈱ 477,959

銀行借入金、輸
入取引、割引手
形に対するに対
する保証及び根
保証

 70,000
輸入代行に対す
る保証

四菱㈱ 452,240
銀行借入金、割
引手形に対する
保証

㈱ヤマノス
ポーツシス
テムズ

1,494,000
銀行借入金・
リース債務に対
する保証

㈱アールエ
フシー

545,000
供託委託契約の
連帯保証

東京ブラウ
ス㈱

83,800
銀行借入金に対
する保証

(株)ビュー
ティ多賀志

89,573
リース契約に対
する保証 

ビッグバン
スポーツ㈱

17,039
割賦販売・リー
ス契約に対する
保証 

合計 5,214,833

（2）関係会社数社の事業所等賃借契約につい

て保証を行っております。

関係会社名 金額(千円) 内容

(株)錦 870,000
銀行借入金、社債
発行に対する保証

(株)ヤマ
ノジュエ
リーシス
テムズ

8,471
買掛金に対する根
保証

 338,121
銀行借入金に対す
る保証

416,250 社債に対する保証

四菱(株) 523,272
銀行借入金、手形
割引に対する保証
及び根保証

(株)寛斎
スーパー
スタジオ

13,348
銀行借入金に対す
る保証

(有)寛斎
デザイン
研究所

287,200
銀行借入金に対す
る保証

(株)トリ
ニティ

92,883
銀行借入金、手形
割引に対する保証

丸福商事
(株)

563,137

銀行借入金、輸入
取引、手形割引に
対する保証及び根
保証

 27,086
輸入代行に対する
保証 

(株)ヤマ
ノリテー
リングス

6,300
銀行借入金に対す
る保証

東京ブラ
ウス(株)

166,800
銀行借入金に対す
る保証

(株)ヤマ
ノスポー
ツシステ
ムズ

1,078,000
銀行借入金に対す
る保証

(株)アー
ルエフ
シー

561,000
供託委託契約に対
する連帯保証 

(株)
ビュー
ティ多賀
志

104,097
リース契約に対す
る保証 

合　計 5,055,968 ―

 （2）関係会社数社の事業所等賃借契約につ

いて保証を行っております。

※４．消費税等の取り扱い ※４．消費税等の取り扱い ※４．　　　　　─────

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債

の「その他」に含めて表示しております。

同左  
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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）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

 ５．　　　　　───── ５．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３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。

これらに基づく当中間会計期間末の借入未

実行残高は次の通りです。 

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２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。

これらに基づく当事業年度末の借入未実行

残高は次の通りです。

 当座貸越極度額 1,400,000千円

借入実行残高 1,400,000千円

差引額 ー 千円

当座貸越極度額 1,100,000千円

借入実行残高 1,100,000千円

差引額  ー千円

 ６．　　　　　─────  ６．財務制限条項等

 下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務

について、金利引上げ、期限の利益の喪失

等の可能性があります。

 (1)平成16年2月19日締結の長期借入金575,000

千円（うち、１年内返済予定額230,000千

円）について下記の条項が付されておりま

す。

 ①連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、損益計算書の営業利益及び経

常利益で黒字を確保する。

 ②連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、平成15年3月時点の貸借対照表

の資本の部の合計額の75％を維持する。

 ③連結ベースでの監査済決算書において、毎

年3月末の有利子負債の残高が当該決算期の

売上高の30％を上回らない。

その他、担保条項、債権譲渡予約等の条項

が設けられております。

 ６．財務制限条項等

 下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務

について、金利引上げ、期限の利益の喪失

等の可能性があります。

 (1)平成16年2月19日締結の長期借入金690,000

千円（うち、１年内返済予定額230,000千

円）について下記の条項が付されておりま

す。

 ①連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、損益計算書の営業利益及び経

常利益で黒字を確保する。

 ②連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、平成15年3月時点の貸借対照表

の資本の部の合計額の75％を維持する。

 ③連結ベースでの監査済決算書において、毎

年3月末の有利子負債の残高が当該決算期の

売上高の30％を上回らない。

その他、担保条項、債権譲渡予約等の条項

が設けられております。

  (2)平成17年6月28日締結の長期借入金645,000

千円（うち、１年内返済予定額172,000千

円）について下記の条項が付されておりま

す。

基本契約締結日以降に到来する当社の毎会

計年度末において、決算報告書等に記載す

る連結での貸借対照表、損益計算書につき、

以下に定める事由のいずれかが生じた場合

には、基本契約の見直しを目的とした協議

をする。

 ①営業利益並びに経常利益が赤字になったと

き。

 ②自己資本比率が0％未満（債務超過状態）

となったとき。 

 その他、出資維持等に一定の制限が設けら

れております。

 (2)平成17年6月28日締結の長期借入金731,000

千円（うち、１年内返済予定額172,000千

円）について下記の条項が付されておりま

す。

基本契約締結日以降に到来する当社の毎会

計年度末において、決算報告書等に記載す

る連結での貸借対照表、損益計算書につき、

以下に定める事由のいずれかが生じた場合

には、基本契約の見直しを目的とした協議

をする。

 ①営業利益並びに経常利益が赤字になったと

き。

 ②自己資本比率が0％未満（債務超過状態）

となったとき。 

 その他、出資維持等に一定の制限が設けら

れております。
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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）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

  (3)平成17年9月22日締結の長期借入金

1,084,500千円（うち、１年内返済予定額

165,000千円について下記の条項が付されて

おります。

 ①連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、損益計算書の営業利益及び経

常利益で黒字を確保する。

 ②連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、平成17年3月末時点あるいは直

近期の貸借対照表の資本の部の合計額のい

ずれか大きい方の75％以上を維持する。

 その他、出資維持、担保提供等に一定の制

限が設けられております。

 (3)平成17年9月22日締結の長期借入金

1,167,000千円（うち、１年内返済予定額

165,000千円について下記の条項が付されて

おります。

 ①連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、損益計算書の営業利益及び経

常利益で黒字を確保する。

 ②連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、平成17年3月末時点あるいは直

近期の貸借対照表の資本の部の合計額のい

ずれか大きい方の75％以上を維持する。

 その他、出資維持、担保提供等に一定の制

限が設けられております。

  (4)当社は機動的なM＆Aを行うため取引銀行

１行とコミットメントライン契約を平成16

年12月24日に締結しております。この契約

に基づく当事業年度末の借入未実行残高は

次の通りであります。

借入極度額 1,000,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 ―　　 千円

 本契約には下記条項が付されております。

 (4)当社は機動的なM＆Aを行うため取引銀行

１行とコミットメントライン契約を平成16

年12月24日に締結しております。この契約

に基づく当事業年度末の借入未実行残高は

次の通りであります。

借入極度額 1,000,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 ―　　 千円

 本契約には下記条項が付されております。

  ①当社の決算期（中間期を含まない）におけ

る単体の損益計算書及び連結損益計算書に

示される経常損益が損失である状況が２期

連続しないこと。

 ②当社の決算期（中間期を含まない）におけ

る単体の貸借対照表及び連結貸借対照表に

示される資本の部の合計額を、それぞれ前

期末の資本の部の合計額の75％以上に維持

すること。

 ①当社の決算期（中間期を含まない）におけ

る単体の損益計算書及び連結損益計算書に

示される経常損益が損失である状況が２期

連続しないこと。

 ②当社の決算期（中間期を含まない）におけ

る単体の貸借対照表及び連結貸借対照表に

示される資本の部の合計額を、それぞれ前

期末の資本の部の合計額の75％以上に維持

すること。

  ③当社の決算期（中間期を含まない）におけ

る単体の貸借対照表及び連結貸借対照表上

の借入依存度を60％以下に維持すること。

但し「借入依存度」とは、①貸借対照表に

おける短期借入金（１年以内返済予定長期

借入金を含む）、長期借入金、普通社債、

新株予約権付社債（転換社債及び新株引受

権付社債を含む）及び受取手形割引高並び

に本契約に基づく未使用貸付極度額の合計

金額を②貸借対照表における総資本及び受

取手形割引高並びに本契約に基づく未使用

貸付極度額で除して得られる百分率で表せ

る数値をいう。

　その他、担保提供、資産譲渡等に一定の

制限が設けられております。

 ③当社の決算期（中間期を含まない）におけ

る単体の貸借対照表及び連結貸借対照表上

の借入依存度を60％以下に維持すること。

但し「借入依存度」とは、①貸借対照表に

おける短期借入金（１年以内返済予定長期

借入金を含む）、長期借入金、普通社債、

新株予約権付社債（転換社債及び新株引受

権付社債を含む）及び受取手形割引高並び

に本契約に基づく未使用貸付極度額の合計

金額を②貸借対照表における総資本及び受

取手形割引高並びに本契約に基づく未使用

貸付極度額で除して得られる百分率で表せ

る数値をいう。

　その他、担保提供、資産譲渡等に一定の

制限が設けられております。
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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）

前事業年度末
（平成18年３月31日）

  (5)平成18年9月29日締結の長期借入金380,052

千円（うち、１年内返済予定額76,0100千

円)について下記の条項が付されております。

 ①連結ベースでの監査済決算書において、損

益計算書の営業利益及び経常利益で黒字を

確保する。

 ②連結ベースでの監査済決算書において、平

成18年3月末時点あるいは直近期の貸借対照

表の資本の部の合計額のいずれか大きい方

の75％以上を維持する。

  ③連帯保証人の監査済決算書において、平

成21年2月期より営業権償却前の経常利益で

黒字を維持する。

　その他、出資維持、担保提供等に一定の

制限が設けられております。

 (5)　　　　　　─────
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（中間損益計算書関係）

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 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目

受取利息 34,750千円

有価証券利息 415千円

受取配当金 1,157千円

受取利息 57,431千円

有価証券利息 412千円

受取配当金 1,560千円

受取利息 89,746千円

有価証券利息 832千円

受取配当金 2,200千円

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目

支払利息 57,869千円

金融手数料 13,636千円

支払利息 69,737千円

貸倒引当金繰入額 62,210千円

金融手数料 16,301千円

支払利息 125,134千円

※３．特別損失の主要項目 ※３．特別損失の主要項目 ※３．特別損失の主要項目

関係会社株式評価損 154,356千円

減損損失 119,230千円

貸倒引当金繰入額 26,000千円

貸倒引当金繰入額 41,385千円 関係会社株式評価損 154,356 

減損損失 119,230 

貸倒引当金繰入額 87,000 

※４．減損損失

　当中間会計期間において、当社は以下の資

産グループについて減損損失を計上しました。

場所 用途 種類
減損損失

(千円)

千葉県木更

津市 

賃貸用資

産 
土地 54,978

東京都葛飾

区 

賃貸用資

産  

建物及び土

地 
64,251

　当社は、賃貸用資産を個別にグループ化し、

減損の判定を行いました。

　その結果、賃貸用資産の一部について、継

続的な時価の下落等により、当該資産の帳簿

価格を回収可能価額まで減額し、当該減額分

を減損損失119,230千円として特別損失に計上

いたしました。その内訳は、建物26,597千円、

土地92,633千円であります。

　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。

※４．　　　　　───── ※４．減損損失

 　当事業年度において、当社は以下の資産グ

ループについて減損損失を計上しました。

 

場所 用途 種類
減損損失

(千円)

千葉県木更

津市 

賃貸用資

産 
土地 54,978

東京都葛飾

区 

賃貸用資

産  

建物及び土

地 
64,251

　当社は、賃貸用資産を個別にグループ化し、

減損の判定を行いました。

　その結果、賃貸用資産の一部について、継

続的な時価の下落等により、当該資産の帳簿

価格を回収可能価額まで減額し、当該減額分

を減損損失119,230千円として特別損失に計上

いたしました。その内訳は、建物26,597千円、

土地92,633千円であります。

　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。

５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額 ５．減価償却実施額

有形固定資産 8,814千円

無形固定資産 2,331千円

有形固定資産 12,125千円

無形固定資産 4,111千円

有形固定資産 18,203千円

無形固定資産 6,322千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

当中間会計期間（自　平成18年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 15 － － 15

合計 15 － － 15

(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。

(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

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 2,277,515 5,590,354 3,312,838

関連会社株式 － － －

合計 2,277,515 5,590,354 3,312,838

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

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 2,277,515 3,198,701 921,185

関連会社株式 － － －

合計 2,277,515 3,198,701 921,185

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

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 2,277,515 4,455,528 2,178,012

関連会社株式 － － －

合計 2,277,515 4,455,528 2,178,012
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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  143円98銭

１株当たり中間純損失金

額
  13円70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、潜在株式は存

在するものの1株当たり中間純損失で

あるため記載しておりません。

 当社は、平成16年12月30日付で株式1

株につき2株の株式分割を行っており

ます。

　なお、当該株式分割が前期首に行わ

れたと仮定した場合の前中間会計期間

における1株当たり情報については、

以下の通りとなります。

１株当たり純資産額  125円61銭

１株当たり中間純利益金

額
  1円98銭

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益金額
  1円78銭

１株当たり純資産額   136円16銭

１株当たり中間純損失金

額
    4円04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、潜在株式は存

在するものの1株当たり中間純損失で

あるため記載しておりません。

１株当たり純資産額   146円59銭

１株当たり当期純損失金

額
   12円13銭

 なお、潜在株式調整後1株当たり純利

益金額については、潜在株式は存在す

るものの1株当たり純損失であるため

記載しておりません。

　（注）　１株当たり中間（当期）純利益金額又は中間純損失金額及び潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益金

額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

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） △301,040 △89,579 △267,141

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）
△301,040 △89,579 △267,141

期中平均株式数（千株） 21,967 22,192 22,015

潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純

利益金額

中間（当期）純利益調整額（千円） － － －

普通株式増加数（千株） － － －

（うち新株引受権） － － －

（うち新株予約権） － － －

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

旧商法第280条ノ19の規

定に基づく新株引受権 

平成10年６月26日の定

時株主総会決議

　206,000株 

平成13年６月28日の定

時株主総会決議 

　688,000株

旧商法第280条ノ19の規

定に基づく新株引受権 

平成13年６月28日の定

時株主総会決議 

　       337個

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29日の定

時株主総会決議

　       331個 

平成17年６月29日の定

時株主総会決議 

　       526個
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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)

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14年６月27日の定

時株主総会決議 

618個 

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14年６月27日の定

時株主総会決議

　      581個 

平成15年６月27日の定

時株主総会決議 

313個 

平成15年６月27日の定

時株主総会決議 

　    287個

平成16年６月29日の定

時株主総会決議 

340個 

平成16年６月29日の定

時株主総会決議 

　       331個

平成17年６月29日の定

時株主総会決議 

550個 

平成17年６月29日の定

時株主総会決議 

　     526個

－ 69 －



（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）

「１．中間連結財務諸表等（１）中間

連結財務諸表（重要な後発事象）」の

欄をご参照ください。

１．平成18年10月16日開催の取締役会

において、当社連結子会社の株式会

社丸正を存続会社とし当社連結子会

社の堀田産業株式会社を平成19年4月

1日付合併することを決議いたしまし

た。

「１．中間連結財務諸表等（１）中

間連結財務諸表（重要な後発事

象）」の欄をご参照ください。

１．平成18年1月20日付当社子会社の株

式会社ヤマノスポーツシステムズに、

株式会社新星堂のスポーツ事業の営

業を譲り受ける基本合意書を締結い

たしました。

この基本合意書に基づき、株式会社

ヤマノスポーツシステムズは、平成

18年4月4日付株式会社新星堂のス

ポーツ事業の営業を譲り受けまし

た。

「１．連結財務諸表等（１）連結財

務諸表（重要な後発事象）」の欄を

ご参照ください。

２．平成18年10月27日付け当社子会社

の株式会社ヤマノリテーリングスと

ブラザー販売株式会社は、株式会社

ヤマノリテーリングスが全額出資し

設立した株式会社ヤマノ1909プラザ

に、ブラザー販売の訪問販売事業を

譲渡する事業譲渡契約書を締結する

と共に、当社とブラザー販売株式会

社は、ブラザー販売が保有する株式

会社ブラザーセイビングの株式を、

当社が全株式を取得する株式譲渡契

約書を締結いたしました。

「１．中間連結財務諸表等（１）中

間連結財務諸表（重要な後発事

象）」の欄をご参照ください。

 ２．平成18年3月31日付当社子会社の

株式会社ビューティプラザに株式会

社オカ林の営業を譲り受ける営業譲

渡契約を締結し、平成18年5月16日付

株式会社オカ林の営業の全部を譲り

受けました

「１．連結財務諸表等（１）連結財

務諸表（重要な後発事象）」の欄を

ご参照ください。

 ３．平成18年10月31日付け当社及び当

社子会社株式会社ヤマノリテーリン

グスと丸善株式会社は、株式会社ヤ

マノリテーリングス子会社の丸善ヤ

マノ株式会社に、丸善が行っている

アパレル小売事業「丸善服飾舘　日

本橋」を譲渡する事業譲渡契約書を

締結いたしました。

「１．中間連結財務諸表等（１）中

間連結財務諸表（重要な後発事

象）」の欄をご参照ください。

 ３．当社において、4月上旬に元出向

者が自ら関与する会社を通じて当社

グループがイベント会社へ支払った

額等約66百万円を流用していること

が判明しました。当社グループは、

関連する債務を既に支払い済みであ

りますが、当社の使用者としての責

任から、関係各位との調整の結果に

よっては、追加支払等による損失が

発生する可能性は否定できません。

当社は、保守的に一部引当金を設定

いたしましたが、損失の発生する可

能性及び負担額は未定であります。

 ４．当社及び当社子会社株式会社ヤマ

ノリテーリングスと丸善株式会社は、

当社子会社の四君子株式会社に、丸

善が行っている店外洋品催事事業を

譲渡し、丸善株式会社と共同事業化

するため「事業譲渡及び株式譲渡契

約書」を締結いたしました。

「１．連結財務諸表等（１）連結財

務諸表（重要な後発事象）」の欄を

ご参照ください。

－ 70 －


