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１．平成18年12月期の業績（平成17年12月21日～平成18年12月20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12月期 151,368 △7.1 4,391 △33.0 4,353 △35.4

17年12月期 162,917 7.7 6,559 △37.4 6,737 △21.9

 当期純利益
１株当たり

当期純利益

潜在株式調整後

１株当たり当期純利益

自己資本

当期純利益率

総資産

経常利益率

売上高

経常利益率

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％

18年12月期 346 △91.4 6 63 6 61 1.1 5.7 2.9

17年12月期 4,014 △23.9 75 19 74 79 12.9 8.6 4.1

（注）①期中平均株式数 18年12月期 52,290,557株 17年12月期 52,284,398株

 ②会計処理の方法の変更 有

 ③売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前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12月期 73,267 31,423 42.9 607 71

17年12月期 79,620 32,713 41.1 622 71

（注）①期末発行済株式数 18年12月期 51,707,020株 17年12月期 52,401,363株

 ②期末自己株式数 18年12月期 2,599,312株 17年12月期 1,904,969株

２．平成19年12月期の業績予想（平成18年12月21日～平成19年12月20日）  

  売上高 営業利益  経常利益  当期純利益

  百万円 百万円 百万円 百万円

中間期 78,500  2,200  1,300  700  

通　期 153,800  4,900  3,600  2,100  

（参考） １株当たり予想当期純利益（通期） 　　35円　42銭

（注）　１株当たり予想当期純利益（通期）の算出に当たっては、（重要な後発事象）において記載している第三者割当
増資が払込期日である平成19年２月20日に行われるものと仮定して計算しております。

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産
配当率
（％）中間期末 期末 年間

17年12月期 12.50 12.50 25.00 1,306 33.2 4.0

18年12月期 13.00 10.00 23.00 1,201 346.9 3.7

19年12月期（予想） 10.00 13.00 23.00    

※　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６～７及び９ページを参照して下さい。
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６．個別財務諸表等
(1) 貸借対照表

第36期
（平成17年12月20日）

第37期
（平成18年12月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１　現金及び預金 5,713 11,605 5,891

２　受取手形 ※１ 2,409 1,791 △617

３　売掛金 ※１ 7,797 8,542 745

４　商品 11,879 13,456 1,577

５　未収入金 5,810 4,570 △1,239

６　関係会社短期貸付金 ※１ 83 72 △10

７　前払費用 5,908 5,510 △398

８　関係会社未収入金 ※１ 7,257 8,298 1,040

９　関係会社立替金 ※１ 153 143 △9

10　繰延税金資産 1,003 1,674 670

11  未収消費税等 519 － △519

12　為替予約 4,159 4,705 546

13  その他 343 151 △192

　　　貸倒引当金 △185 △165 20

流動資産合計 52,853 66.4 60,358 82.4 7,505

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産  

(1）建物 3,559 3,543  

減価償却累計額 2,119 1,440 2,141 1,401 △38

(2）構築物 73 66  

減価償却累計額 53 19 54 12 △7

(3）機械及び装置 2 45  

減価償却累計額 1 0 4 41 40

(4）車輌及び運搬具 22 58  

減価償却累計額 16 5 21 36 30

(5）工具器具及び備品 2,598 2,767  

減価償却累計額 1,339 1,258 1,805 961 △297

(6）土地 1,805 1,807 1

(7）建設仮勘定 26 44 17

有形固定資産合計 4,558 5.7 4,305 5.9 △253
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第36期
（平成17年12月20日）

第37期
（平成18年12月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

２　無形固定資産 387 0.5 385 0.5 △1

３　投資その他の資産  

(1）投資有価証券 2,717 2,607 △110

(2）関係会社株式 4,790 3,880 △910

(3) 出資金  0 － △0

(4) 長期貸付金  4 － △4

(5) 関係会社長期貸付金 ※１ 12,705 1 △12,704

(6）破産更生債権等 663 487 △176

(7）長期前払費用 29 36 7

(8）差入保証金 1,063 1,137 73

(9）繰延税金資産 67 － △67

(10）その他 441 564 123

　　　貸倒引当金 △663 △497 166

投資その他の資産合計 21,820 27.4 8,217 11.2 △13,602

固定資産合計 26,767 33.6 12,909 17.6 △13,857

資産合計 79,620 100.0 73,267 100.0 △6,352
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第36期
（平成17年12月20日）

第37期
（平成18年12月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１　支払手形 ※２ 16,933 10,401 △6,531

２　買掛金 ※２ 4,995 11,915 6,920

３　短期借入金 ※２ 1,590 700 △890

４　一年以内償還予定社債 500 500 －

５　一年以内返済予定長期
借入金

 5,379 1,130 △4,249

６　未払金 ※２ 6,444 6,469 24

７　未払費用 2,541 3,224 682

８　未払法人税等 1,556 969 △586

９　未払消費税等 － 43 43

10　前受金 311 233 △77

11　預り金 467 318 △149

12　設備関係未払金 133 69 △64

13  繰延ヘッジ利益 1,794 － △1,794

14　返品調整引当金 － 556 556

15　返品破損引当金 － 121 121

16　利息返還補償引当金 － 282 282

17　その他 294 65 △229

流動負債合計 42,943 53.9 37,001 50.5 △5,941

Ⅱ　固定負債  

１　社債  500 － △500

２　長期借入金  3,300 4,170 870

３　繰延税金負債 － 507 507

４　退職給付引当金 154 159 4

５　その他 8 6 △2

固定負債合計 3,963 5.0 4,843 6.6 879

負債合計 46,906 58.9 41,844 57.1 △5,062
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第36期
（平成17年12月20日）

第37期
（平成18年12月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※３ 7,665 9.6 － － －

Ⅱ　資本剰余金  

１　資本準備金 7,707 －  

資本剰余金合計 7,707 9.7 － － －

Ⅲ　利益剰余金  

１　利益準備金 256 －  

２　任意積立金  

　　　別途積立金 14,800 －  

３　当期未処分利益 4,504 －  

利益剰余金合計 19,561 24.6 － － －

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

586 0.7 － － －

Ⅴ　自己株式 ※４ △2,807 △3.5 － － －

資本合計 32,713 41.1 － － －

負債・資本合計 79,620 100.0 － － －

  

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   － －  7,665 10.5 －

２　資本剰余金         

(1) 資本準備金  －   7,707    

資本剰余金合計   － －  7,707 10.5 －

３　利益剰余金         

(1) 利益準備金  －   256    

(2) その他利益剰余金         

別途積立金  －   17,300    

繰越利益剰余金  －   828    

利益剰余金合計   － －  18,385 25.1 －

４　自己株式   － －  △3,290 △4.5 －

株主資本合計   － －  30,467 41.6 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  － －  448 0.6 －

２　繰延ヘッジ損益   － －  507 0.7 －

評価・換算差額等合計   － －  955 1.3 －

純資産合計   － －  31,423 42.9 －

負債純資産合計   － －  73,267 100.0 －

 

46



(2) 損益計算書

第36期
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

第37期
（自　平成17年12月21日
至　平成18年12月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅰ　売上高  

１　一般売上高 154,239 142,834  

２　その他の営業収入 8,678 162,917 100.0 8,534 151,368 100.0 △11,548

Ⅱ　売上原価  

１　商品期首たな卸高 11,596 11,879  

２　当期商品仕入高 76,502 69,813  

合計 88,098 81,693  

３　他勘定振替高 ※１ 2,977 2,079  

４　商品期末たな卸高 11,879 73,241 45.0 13,456 66,156 43.7 △7,084

売上総利益 89,676 55.0 85,212 56.3 △4,464

返品調整引当金繰入額 － － 556 0.4 －

返品調整引当金戻入額 － － △311 △0.2 －

差引売上総利益 89,676 55.0 84,966 56.1 △4,709

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１　広告宣伝費 24,118 25,185  

２　運賃荷造費 372 362  

３　販売促進費 7,420 7,256  

４　貸倒引当金繰入額 420 261  

５　給料 13,102 12,946  

６　賞与 2,950 2,218  

７　福利厚生費 2,177 2,220  

８　通信費 1,266 1,197  

９　賃借料 1,705 1,662  

10　保管・倉庫料 64 110  

11　減価償却費 821 779  

12　手数料 26,068 23,776  

13　電算費 101 －  

14　その他 2,526 83,116 51.0 2,596 80,575 53.2 △2,541

営業利益 6,559 4.0 4,391 2.9 △2,167

Ⅳ　営業外収益  

１　受取利息 ※２ 211 144  

２　受取配当金 ※２ 180 117  

３　受取手数料  215 206  

４　為替予約等評価益  2,364 1,487  

５　雑収入 ※２ 421 3,393 2.1 516 2,472 1.6 △921
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第36期
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

第37期
（自　平成17年12月21日
至　平成18年12月20日）

対前年比

区分
注記
番号

金額（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
(百万円)

Ⅴ　営業外費用  

１　支払利息 116 76  

２　商品評価損 ※１ 2,920 2,079  

３　為替差損 － 9  

４　返品破損引当金繰入額 － 69  

５　利息返還補償引当金繰
入額 

－ 62  

６　雑損失 177 3,215 2.0 212 2,510 1.6 △704

経常利益 6,737 4.1 4,353 2.9 △2,384

Ⅵ　特別利益  

１　固定資産売却益 ※３ 8 0  

２　投資有価証券売却益 － 0  

３　関係会社株式売却益 － 1,040  

４　子会社清算益 243 －  

５　優先出資証券償還益 82 －  

６　営業補償金 60 －  

７　その他 － 395 0.3 7 1,049 0.7 654

Ⅶ　特別損失  

１　固定資産売却損 ※４ 22 －  

２　固定資産除却損 ※５ 238 48  

３　商品廃棄損  39 －  

４　投資有価証券評価損  － 312  

５　関係会社株式評価損  － 163  

６　事業再構築損失 ※６ － 1,601  

７　過年度返品調整引当金
繰入額 

 － 311  

８　過年度返品破損引当金
繰入額 

 － 52  

９　利息返還補償引当金繰
入額 

 － 220  

10　その他 75 376 0.2 0 2,710 1.8 2,334

税引前当期純利益 6,757 4.2 2,692 1.8 △4,064

法人税、住民税及び事
業税

2,959 2,373  

過年度法人税、住民税
及び事業税

－ 320  

法人税等調整額 △216 2,742 1.7 △348 2,345 1.6 △397

当期純利益 4,014 2.5 346 0.2 △3,667

前期繰越利益 1,320 －  

自己株式処分差損 178 －  

中間配当額 651 －  

当期未処分利益 4,504 －  
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(3) 利益処分計算書及び株主資本等変動計算書

利益処分計算書

第36期
平成18年３月15日

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処分利益 4,504

Ⅱ　利益処分額

１　配当金 655

２　役員賞与金
（うち監査役賞与金）

82
(6)

３　任意積立金

別途積立金 2,500 3,237

Ⅲ　次期繰越利益 1,266
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株主資本等変動計算書

当事業年度　(自平成17年12月21日　至　平成18年12月20日)

株主資本

資本金

(百万円）

資本剰余金

（百万円）

利益剰余金

（百万円）
自己株式

(百万円）

 株主資本

合計

(百万円）
資本

準備金

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

別途

積立金

繰越利益

剰余金

平成17年12月20日　残高 7,665 7,707 7,707 256 14,800 4,504 19,561 △2,807 32,126

事業年度中の変動額

剰余金の配当 － － － － － △1,339 △1,339 － △1,339

役員賞与 － － － － － △82 △82 － △82

当期純利益 － － － － － 346 346 － 346

別途積立金の積立 － － － － 2,500 △2,500 － － －

自己株式の取得 － － － － － － － △834 △834

自己株式の処分 － － － － － △100 △100 350 250

株主資本以外の項目の事業

年度中の変動額（純額）
－ － － － － － － － －

事業年度中の変動額合計 － － － － 2,500 △3,675 △1,175 △483 △1,659

平成18年12月20日　残高 7,665 7,707 7,707 256 17,300 828 18,385 △3,290 30,467

評価・換算差額等

純資産合計

（百万円）

その他有価証券

評価差額金

（百万円）

繰延ヘッジ

損益

（百万円）

評価・換算

差額等合計

 （百万円）

平成17年12月20日　残高 586 － 586 32,713

事業年度中の変動額

　剰余金の配当 － － － △1,339

　役員賞与 － － － △82

　当期純利益 － － － 346

　別途積立金の積立 － － － －

　自己株式の取得 － － － △834

　自己株式の処分 － － － 250

株主資本以外の項目の事業年度中の

変動額（純額）
△138 507 368 368

事業年度中の変動額合計 △138 507 368 △1,290

平成18年12月20日　残高 448 507 955 31,423
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重要な会計方針

第36期
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

第37期
（自　平成17年12月21日
至　平成18年12月20日）

１　有価証券の評価基準及び評価方法

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　有価証券の評価基準及び評価方法

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

　決算期末日の市場価格等に基づく時価法（評価

差額は全部資本直入法により処理し、売却原価は

移動平均法により算定）

その他有価証券

時価のあるもの

　決算期末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）

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

２　デリバティブの評価基準及び評価方法

　　　　　　　時価法

２　デリバティブの評価基準及び評価方法

同左

３　たな卸資産（商品）の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法

３　たな卸資産（商品）の評価基準及び評価方法

同左

４　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

建物（付属設備を除く）

定額法

４　固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

建物（付属設備を除く）

同左

その他

定率法

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

その他

同左

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　　　　２～49年

建物付属設備　　　　　　　　　２～15年

建物　　　　　　　　　　　　　２～49年

建物付属設備　　　　　　　　　２～15年

(2）無形固定資産

定額法

　なお、自社利用のソフトウェアについては、社

内における利用可能期間（５年）に基づいており

ます。 

(2）無形固定資産

同左

同左

５　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権に

ついては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債

権については個別に回収可能性等を検討し、回収不能

見込額を計上しております。

５　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）　　　　　　──────

 

(2）返品調整引当金

　当事業年度末に予想される返品による損失に備える

ため、過去の返品実績率に基づく返品損失見込額を計

上しております。
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第36期
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

第37期
（自　平成17年12月21日
至　平成18年12月20日）

(3）　　　　　　　──────

　

(3）返品破損引当金

　当事業年度末に予想される返品商品の破損又は廃棄

による損失に備えるため、過去の破損又は廃棄の実績

に基づく返品商品の損失見込額を計上しておりま

す。

 

(4）　　　　　　　────── (4）利息返還補償引当金

　将来の利息返還補償の発生に備えるため、当事業年

度末における返還補償見込額を計上しております。

　これは、平成12年７月14日に当社がニッセン・

ジー・イー・クレジット株式会社に対してクレジッ

ト・サービス部門の営業を譲渡した際の営業譲渡契約

に基づく、当社が負うべき営業譲渡債権に対する利息

返還責任に伴う補償の支払に備えるためのものであり

ます。

（追加情報）

　利息返還補償引当金は、平成18年１月13日及び１月

19日に「貸金業の規制等に関する法律」第43条・みな

し弁済規定の適用に係る最高裁判決が出されたことに

伴い、その重要性が増したことから、当事業年度より

計上することといたしました。

　なお、「消費者金融会社等の利息返還請求による損

失に係る引当金の計上に関する監査上の取扱い」（日

本公認会計士協会　平成18年10月13日　業種別委員会

報告第37号）が公表され、利息返還補償引当金の算定

方法及び合理的見積期間の考え方が整理されたことを

受け、当事業年度末より当該引当金計上額の見積り方

法を変更し、期首時点における当該報告に基づく引当

金計上額220百万円を特別損失に計上しております。

 

(5）退職給付引当金

　ホーム社員（女性販売員）の退職給付に備えるため、

当事業年度末における退職給付債務の見込額に基づき、

当事業年度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。

 

(5）退職給付引当金

同左
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第36期
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

第37期
（自　平成17年12月21日
至　平成18年12月20日）

６　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。

６　リース取引の処理方法

同左

７　重要なヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

　ヘッジ会計の要件を満たす為替予約等については、

振当処理を採用しております。

７　重要なヘッジ会計の方法

(1）ヘッジ会計の方法

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段：為替予約等取引

ヘッジ対象：外貨建金銭債務

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　当社で規定された管理体制に基づき、為替リスクを

ヘッジする目的で先物為替予約等を行っております。

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象のキャッシュ・フローの変動の累計と

ヘッジ手段のキャッシュ・フローの変動の累計とを比

率分析する方法により行っております。なお、当事業

年度末においては高い相関関係にあり、ヘッジは有効

と判断しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

８　その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

　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。

８　その他財務諸表作成のための重要な事項

消費税等の会計処理方法

同左
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会計処理方法の変更

第36期
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

第37期
（自　平成17年12月21日
至　平成18年12月20日）

──────

（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」(企業会計基準委員会　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。

　この結果、「減損損失」は当事業年度において17百万円

発生しており、特別損失の「事業再構築損失」に含めて表

示しております。

　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事項）

　当事業年度より、「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準委員会　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」（企業会計基準委員

会　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。

　従来の資本の部の合計に相当する金額は30,915百万円で

あります。

　なお、財務諸表規則の改正により、当事業年度における

貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務諸表等

規則により作成しております。

 

（役員賞与に関する会計基準）

　当事業年度より、「役員賞与に関する会計基準」（企業

会計基準委員会　企業会計基準第４号　平成17年11月29

日）を適用しております。

　この結果、損益に与える影響はありません。

（返品調整引当金、返品破損引当金）

　従来返品に伴う損失は返品を受けた期の売上高の控除と

して処理しておりましたが、顧客サービスの向上のため、

返品の受付範囲を拡大するなどの販売戦略の強化に伴い、

返品の重要性が増してきたことから、より適正な期間損益

計算を図るため、当事業年度から過去の返品実績率に基づ

く返品損失見込額を返品調整引当金として計上するととも

に、破損又は廃棄になる返品商品の損失見込額を返品破損

引当金として計上する方法に変更いたしました。 

　この結果、従来の方法による場合に比べ、差引売上総利

益及び営業利益がそれぞれ245百万円、経常利益が314百万

円、税引前当期純利益が678百万円減少しております。
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表示方法の変更

第36期
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

第37期
（自　平成17年12月21日
至　平成18年12月20日）

　(貸借対照表）

  前事業年度まで独立科目で掲記していた「ソフトウェ

ア」（当事業年度386百万円）は金額的重要性が低くなっ

たため、「その他」（当事業年度1百万円）を含めて無

形固定資産として表示することに変更いたしました。

 

　(貸借対照表）

   前事業年度まで独立科目で掲記していた「出資金」

（当事業年度０百万円）及び「長期貸付金」（当事業年

度17百万円）は金額的重要性が低くなったため、投資そ

の他の資産の「その他」に含めて表示することに変更い

たしました。

────── 　(損益計算書）

   前事業年度まで独立科目で掲記していた「電算費」

（当事業年度30百万円）は金額的重要性が低くなったた

め、販売費及び一般管理費の「その他」に含めて表示す

ることに変更いたしました。

　

追加情報

第36期
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

第37期
（自　平成17年12月21日
至　平成18年12月20日）

（法人事業税の外形標準課税制度）

　「地方税法等の一部を改正する法律」（平成15年法律

第９号）が平成15年３月31日に公布され、平成16年４月

１日以後に開始する事業年度より外形標準課税制度が導

入されたことに伴い、当事業年度から「法人事業税にお

ける外形標準課税部分の損益計算書上の表示についての

実務上の取扱い」（平成16年２月13日企業会計基準委員

会実務対応報告第12号）に従い法人事業税の付加価値割

および資本割については、販売費及び一般管理費に計上

しております。

　この結果、販売費及び一般管理費が132百万円増加し、

営業利益および経常利益ならびに税引前当期純利益が同

額減少しております。

──────

 （為替予約等評価損益）

　仕入予定取引の為替リスクのヘッジを目的とした長期

為替予約契約については、繰延ヘッジ処理を採用してお

りましたが、当事業年度より長期為替予約契約が増加し、

重要性が増してきたことから、「包括的長期為替予約の

ヘッジ会計に関する監査上の留意点」（日本公認会計士

協会リサーチ・センター審理情報No.19）に基づいて検

討した結果、時価評価が適当であると認められたものに

ついて、当事業年度末より時価評価することといたしま

した。この結果、経常利益および税引前当期純利益はそ

れぞれ2,364百万円増加しております。
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注記事項

（貸借対照表関係）

第36期
（平成17年12月20日）

第37期
（平成18年12月20日）

※１ 関係会社に対する資産 ※１ 関係会社に対する資産

受取手形及び売掛金 4,326百万円

短期貸付金 83百万円

長期貸付金 12,705百万円

未収入金 7,257百万円

立替金 153百万円

受取手形及び売掛金 5,557百万円

短期貸付金 72百万円

長期貸付金 1百万円

未収入金 8,298百万円

立替金 143百万円

※２ 関係会社に対する負債 ※２ 関係会社に対する負債

支払手形及び買掛金 132百万円

短期借入金 1,590百万円

未払金 1,810百万円

支払手形及び買掛金 42百万円

短期借入金 700百万円

未払金 1,733百万円

※３ 会社が発行する株式総数  ────── 

普通株式 140,000,000株

発行済株式の種類及び総数

普通株式 54,306,332株

※４ 自己株式の種類及び株式数  ──────

普通株式 1,904,969株

　５ 保証債務

　当社従業員の金融機関からの借入に対する保証

予約　                    　　      71百万円

　５ 保証債務

　当社従業員の金融機関からの借入に対する保証

予約　                    　　      77百万円

　６ 配当制限

　商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は1,991百

万円であります。

　６ ──────
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第36期
（平成17年12月20日）

第37期
（平成18年12月20日）

　７ 当座貸越契約及びコミットメントライン契約 　７ 当座貸越契約及びコミットメントライン契約

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取

引金融機関12社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

づく当事業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
15,000百万円

借入実行残高 3,000百万円

差引額 12,000百万円

内訳

コミットメントライン

総額 10,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 10,000百万円

タームローン

総額 5,000百万円

借入実行残高 3,000百万円

差引額 2,000百万円

　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取

引金融機関12社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

づく当事業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
15,000百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 10,000百万円

内訳

コミットメントライン

総額 10,000百万円

借入実行残高 － 

差引額 10,000百万円

タームローン

総額 5,000百万円

借入実行残高 5,000百万円

差引額 －百万円
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（損益計算書関係）

第36期
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

第37期
（自　平成17年12月21日
至　平成18年12月20日）

※１ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。 ※１ 他勘定振替高の内訳は、次のとおりであります。

商品評価損 2,920百万円

その他 56百万円

商品評価損 2,079百万円

※２ 関係会社に対する収益 494百万円 ※２ 関係会社に対する収益 375百万円

※３ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。 ※３ 固定資産売却益の内訳は、次のとおりであります。

建物 8百万円

計 8百万円

車輌及び運搬具 0百万円

工具器具及び備品 0百万円

計 0百万円

※４ 固定資産売却損の内訳は、次のとおりであります。   ──────

建物 15百万円

土地 5百万円

構築物 1百万円

計 22百万円

※５ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。 ※５ 固定資産除却損の内訳は、次のとおりであります。

ソフトウェア 141百万円

建物 58百万円

工具器具及び備品 37百万円

借地権 1百万円

計 238百万円

建物 40百万円

工具器具及び備品 1百万円

構築物 5百万円

機械及び装置 0百万円

計 48百万円

 ──────

 

※６ 事業再構築損失の内訳は、次のとおりであります。

（現販事業に係るもの）   

店舗統廃合に係る費用 74百万円 

（うち不採算拠点の減損損失 17百万円）

希望退職に伴う特別退職金・再

就職支援費用等 374百万円

現販事業コンプライアンス強化

に伴う顧客対応費用 752百万円

計 1,201百万円

（通販事業に係るもの）   

設備改善計画の抜本変更に伴っ

て損失処理した従来計画に基づ

く調査費 400百万円
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度　(自　平成17年12月21日　至　平成18年12月20日）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前期末株式数 当期増加株式数 当期減少株式数 当期末株式数

自己株式

普通株式　(注) 1,904,969株 932,143株 237,800株 2,599,312株

合計 1,904,969株 932,143株 237,800株 2,599,312株

(注)１．普通株式の自己株式の増加932,143株は、自己株式の市場買付による増加930,700株、単元未満株式の

　　　　買取による増加1,443株であります。

　　２．普通株式の自己株式の減少237,800株は、ストック・オプションの権利行使による減少であります。

①　リース取引

　　　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため記載を省略しております。

②　有価証券

第36期（平成17年12月20日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。

第37期（平成18年12月20日）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

　該当事項はありません。
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③　税効果会計

第36期
（平成17年12月20日）

第37期
（平成18年12月20日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

（繰延税金資産）

在庫評価損 473百万円

無形固定資産償却超過 307百万円

未払事業税 132百万円

役員退職慰労引当金 79百万円

広告宣伝費未経過分 73百万円

退職給付引当金 62百万円

投資有価証券等評価損 58百万円

電話加入権償却 49百万円

未払経費 73百万円

その他 161百万円

繰延税金資産合計 1,471百万円

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △400百万円

繰延税金負債合計 △400百万円

差引：繰延税金資産の純額 1,070百万円

（繰延税金資産）

事業再構築損失 650百万円

在庫評価損 555百万円

無形固定資産償却超過 304百万円

返品調整引当金 226百万円

投資有価証券等評価損 185百万円

利息返還補償引当金 114百万円

未払賞与否認額 111百万円

未払社会保険料否認額 107百万円

役員退職慰労引当金 79百万円

関係会社株式評価損 79百万円

貸倒引当金 74百万円

未払事業税 73百万円

その他 272百万円

繰延税金資産小計 2,834百万円

評価性引当金 △1,015百万円

繰延税金資産合計 1,819百万円

（繰延税金負債）

その他有価証券評価差額金 △306百万円

繰延ヘッジ利益 △346百万円

繰延税金負債合計 △653百万円

差引：繰延税金資産の純額 1,166百万円

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異が法定実効税率の100分の５以下であるため、

その差異発生原因についての記載を省略しております。

２　法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 40.6％

（調整）   

過年度税効果認識分 △8.7％

法人税税額控除額 △1.0％

当期発生税効果未認識分 27.2％

追加納付分 11.9％

過年度税効果取崩分 10.4％

住民税均等割等 4.6％

交際費の永久に損金に算入されない項目 2.4％

その他 △0.3％

税効果会計適用後の法人税率の負担率 87.1％
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（１株当たり情報）

第36期
（自　平成16年12月21日
至　平成17年12月20日）

第37期
（自　平成17年12月21日
至　平成18年12月20日）

１株当たり純資産額  622円71銭

１株当たり当期純利益   75円19銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  74円79銭

１株当たり純資産額  607円71銭

１株当たり当期純利益     6円63銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益    6円61銭

（注）算定上の基礎

  １．１株当たり純資産額の算定上の基礎

 
第36期

（平成17年12月20日）
第37期

（平成18年12月20日）

貸借対照表の純資産の部の合計額 － 31,423百万円

貸借対照表の純資産の部の合計額と１株当たり純

資産額の算定に用いられた普通株式に係る事業年

度末の純資産額との差額

－ －

普通株式に係る純資産額 －  31,423百万円

普通株式の発行済株式数 － 54,306,332株

普通株式の自己株式数 － 2,599,312株

１株当たり純資産額の算定に用いられた普通株式

の数 
－ 51,707,020株

 

　２．１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎

第36期
（自　平成16年12月21日

至　平成17年12月20日）

第37期
（自　平成17年12月21日
至　平成18年12月20日）

１株当たり当期純利益 １株当たり当期純利益

当期純利益    4,014百万円 当期純利益         346百万円

普通株主に帰属しない金額 普通株主に帰属しない金額

役員賞与金  82百万円 役員賞与金  － 

普通株式に係る当期純利益    3,931百万円 普通株式に係る当期純利益         346百万円

普通株式の期中平均株式数       52,284,398株 普通株式の期中平均株式数       52,290,557株

    

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益

当期純利益調整額 　－  当期純利益調整額 －  

（転換社債利息） （－）  （転換社債利息） （－）  

（その他手数料等） （－）  （その他手数料等） （－）  

普通株式増加数       279,381株 普通株式増加数      142,235株

（新株引受権） （ 32,839株） （新株引受権） （ 11,267株）

（新株予約権） （246,542株） （新株予約権） （130,968株）

（転換社債） 　（－）  （転換社債） 　（－）   

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

定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権３種類

（新株予約権の数

　　   　 28,290）

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

定に含まれなかった潜在株式の概要

新株予約権４種類

（新株予約権の数

　      30,180個）
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（重要な後発事象）

第36期

（自　平成16年12月21日

至　平成17年12月20日）

──────

第37期

（自　平成17年12月21日

至　平成18年12月20日）

１　第三者割当増資の決議について

　平成19年１月17日開催の取締役会において、アドバンテッジパートナーズ有限責任事業組合（本社：東京都千

代田区、共同代表パートナー：笹沼 泰助／リチャード・エル・フォルソムがサービス提供をするファンドに対す

る第三者割当増資による新株式発行に関して決議いたしました。

　また、平成19年１月30日開催の取締役会において、割当予定先及び割当株式数を決議しております。

 （１）  発行新株式数

 普通株式　9,110,000株 

 （２）  発行価額

 １株につき780円

 （３）  発行価額の総額

7,105,800,000円

 （４）  資本金組入額

 １株につき390円

 （５）  申込期間 

 平成19年２月３日から平成19年２月20日

 （６）  払込期日

 平成19年２月20日

 （７）  新株券交付日 

 上記払込実行日

 （８）  割当予定先及び割当株式数

合同会社THN　　　 5,560,000株

THN Cayman, Inc.　3,550,000株

 （９）  新株式の継続保有等の取決めに関する事項

 割当株式の全部または一部を発行日から２年以内に譲渡した場合は、直ちに当該内容を報告し、か

つ開示する旨の確約を依頼する予定であります。

 （10）  前記各号については、証券取引法による届出の効力発生を条件とする。

 （11）  増資の理由及び資金の使途

　今回の増資理由及び資金使途につきましては、中長期的なグループ成長のためのＭ＆Ａ推進（通販

案件、現販案件など）及び既存ビジネスにおける事業構造改革（現販事業モデルの再構築、事業サ

ポート機能の効率化、金融サービス事業の展開など）実行のために活用する予定です。

 （12）  現在の発行済株式総数

54,306,332株

 （13）  増資による増加株式数

9,110,000株

 （14）  増資後発行済株式総数

63,416,332株

 （15）  その他留意事項

　上記の第三者割当増資はアドバンテッジパートナーズが当社に対して実施する財務、法務、及び業

務のデューデリジェンス結果等を踏まえた上で、割当先となるファンドが、第三者割当増資の引受け

を実施するか否かについての最終決定を行う予定であり、デューデリジェンスの結果等及び今後の協

議の状況によっては、実行にいたらない場合もございます。
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第37期

（自　平成17年12月21日

至　平成18年12月20日）

２　当社株式の大量買付行為に対する対応策の決議について

　平成19年１月17日開催の取締役会において、当社の企業価値・株主の皆様の共同の利益の確保・向上のため

の取り組みとして、当社に対する濫用的な買収等を未然に防止するため、当社株式の大量買付行為に対する対

応策を導入することを決議いたしました。

（１） 導入の目的

　企業価値・株主の皆様の共同の利益の確保・向上を目的として、当社株式に対する大量買付行為が

行われる場合に、買付者及び買付提案者（以下、「買付者等」）に対して事前に当該買付行為に関す

る情報提供を求め、これにより買付に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役

会が代替案を提案するために必要な情報や時間を確保すること、株主の皆様のために買付者等と交渉

を行うこと等を可能とするため。

（２） 対象となる買付等

①当社が発行者である株券等について保有者の株券等保有割合の合計が20％以上となる買付

②当社が発行者である株券等について、公開買付けに係る株券等の株券等所有割合及びその特別関係

者の株券等所有割合の合計が20％以上となる公開買付け

（３） 不適切な買付等に対抗するための具体的方策

  当社取締役会が不適切な買付等に対抗するための具体的方策は、「新株予約権無償割当ての要項」　

に記載の新株予約権（以下「本新株予約権」）の無償割当ての方法による発行によります。

 本新株予約権の主な内容は、以下のとおりです。

（ア）割当対象株主

　本新株予約権の発行に関する決議を行う時に当社取締役会が定める基準日（以下「割当期日」）に

おける最終の株主名簿又は実質株主名簿に記載又は記録された株主に対し、その保有株式（但し、当

社の保有する当社株式を除きます。）１株につき本新株予約権１個の割合で、本新株予約権を割り当

てます。

（イ）本新株予約権の目的とする株式の種類及び数

　本新株予約権の目的となる株式の種類は当社普通株式とし、本新株予約権１個当たりの目的となる

株式数は、別途調整が無い限り１株とします。

（ウ）本新株予約権の総数

　割当期日における最終の発行済株式総数（但し、同時点において当社の保有する当社株式の数を除

きます。）を上限とします。

（エ）本新株予約権の行使に際して払込をなすべき額

　本新株予約権の行使により交付される株式１株当たりの払込金額は、１円とします。

（オ）本新株予約権の行使期間

　本新株予約権無償割当の効力発生日から３週間を経過した日から６ヶ月を経過した日までとします。

但し、行使期間の最終日が払込取扱場所の休業日にあたるときは、その翌営業日を最終日としま

す。 

（カ）本新株予約権の行使条件

　１）「特定大量保有者」、２）「その共同保有者」、３）「特定大量買付者」、４）「その特別関

係者」、若しくは５）「上記１)ないし４）記載の者から本新株予約権を当社取締役会の承認を得る

ことなく譲受け若しくは承継した者」、又は６）「上記１）ないし５）記載の者の関連者」のいずれ

にも該当しない者のみが、本新株予約権を行使することができます。また、国内外の適用法令上、本

新株予約権を行使することにより所定の手続が必要とされる非居住者も、原則として本新株予約権を

行使することができません。

（キ）本新株予約権の取得

　当社は、当社取締役会の決定により、本新株予約権の無償割当の効力発生日から本新株予約権の行

使期間が満了する時までの間で当社取締役会が定める日において、本新株予約権１個につき対象株式

数の当社普通株式１個を交付することにより、上記（カ）記載の１）ないし６）のいずれにも該当し

ない者の有する新株予約権を取得することができます。

（ク）本新株予約権の譲渡　　　 

　本新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要します。 
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第37期

（自　平成17年12月21日

至　平成18年12月20日）

３　会社分割による純粋持株会社体制への移行及び商号変更に関する決議について

 　平成19年１月22日開催の取締役会において、平成19年6月21日付けで、当社が営む通販事業及び現販事業等（以

下、「本件事業」）を、新設分割により、当社100％子会社の株式会社ニッセン（以下、「新設会社」）に承継

させること（以下、「本件分割」）を決議いたしました。

（１）　会社分割（純粋持株会社移行）の目的

　当社は、グループの中期経営ビジョンとして、１人ひとりのお客様が思い描く理想のライフスタイル

を提案する企業グループを目指しております。この目標を達成するために、グループ成長戦略の強化、

コーポレートガバナンスの強化、マネジメント人材の強化を目的とした純粋持株会社体制への移行を行

うことと致しました。

　新体制移行後は、当社は純粋持株会社として、グループ成長戦略の立案、グループポートフォリオの

設計とＭ＆Ａ等による新規事業開発、グループ経営執行の監督に機能を特化し、グループ価値の更なる

向上に努めてまいります。また、中核事業会社となる株式会社ニッセンは、専ら事業執行に専念し、既

存の通販事業及び現販事業におけるスピーディな収益構造改革の実現を目指してまいります。

（２）　会社分割の要旨

（ア） 分割の日程

分割決議取締役会         　　  平成19年1月22日

分割承認株主総会         　　  平成19年3月14日（予定）

分割の予定日（効力発生日）　　 平成19年6月21日（予定）

（イ） 分割方式

①　分割方式

　当社を分割会社とし、新設会社である「株式会社ニッセン」に対して本件事業を承継させる新

設分割で、当社に割当交付される新設会社の株式全ては当社が継続して保有する分社型（物的）

分割であります。

②　当該分割方式を採用した理由

　純粋持株会社体制への移行を効率的かつ円滑に行うために、当社の本件事業を新設会社に承継

させる分社型（物的）新設分割といたしました。

（ウ） 分割により減少する資本金等

　該当事項はありません。

（エ） 分割会社の新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

　当社は役員及び従業員を対象に新株引受権及び新株予約権を発行しておりますが、これらの取扱い

については、本件分割によって変更はありません。

（オ） 承継会社が承継する権利義務

　新設会社は、当社の平成18年12月20日現在における貸借対照表その他同日現在の計算を基礎とし、

これに分割期日前日までの増減を加除した本件事業に関する資産、負債及び一切の債権債務、雇用契

約その他の権利義務（契約上の地位を含む）の全てを、分割期日をもって当社から承継します。ただ

し、不動産、子会社株式・関連会社株式及びその他当社が保有する株式は承継いたしません。なお、

債務の承継については、併存的債務引受の方法によるものといたします。

（カ） 債務履行の見込み

　本件分割において、当社は分割する純資産に相当する新設会社の新株を取得し、新設会社は当社か

ら承継する資産額が負債額を上回っており、収益状況においても負担すべき債務の履行に支障を及ぼ

す事態は予想されないことから、当社及び新設会社の債務履行の見込みは十分に確保されていると判

断いたしました。
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第37期

（自　平成17年12月21日

至　平成18年12月20日）

（３）　分割する事業部門の概要

項目 分割会社 承継会社

 （平成18年９月20日現在） （平成19年６月21日予定）

 （１）商号 株式会社ニッセン（※１） 株式会社ニッセン 

 （２）事業内容 通販事業及び現販事業 通販事業及び現販事業 

 （３）設立年月日 昭和45年４月10日 平成19年６月21日 

 （４）本店所在地 京都市南区吉祥院這登中町18番地 京都市南区吉祥院這登中町18番地 

 （５）代表者の役職・氏名 代表取締役社長　片山　利雄 代表取締役社長　片山　利雄 

 （６）資本金 7,665百万円 100百万円 

 （７）発行済株式数 54,306千株 ２千株 

 （８）純資産 32,487百万円 14,999百万円（※２）

 （９）総資産 72,812百万円 46,532百万円（※２）

 （10）決算期 12月20日 12月20日 

※１　平成19年６月21日に株式会社ニッセンホールディングス（英文社名Nissen Holdings Co.,Ltd.）へ

変更を行う予定であります。

※２　承継会社における純資産及び総資産につきましては、平成18年９月20日現在の単体数値より見込み

値を算出しております。

（４）　分割当事会社の概要

（ア） 分割する部門の事業内容

　通販事業、現販事業及びその他当社が営むすべての事業。ただし、当社が子会社を通じて行う事業及び

子会社の管理に関する業務は本件事業に含まれないものといたします。

（イ） 分割する部門の経営成績

 分割事業部門（A） 提出会社（分割前）(B）

 （平成17年12月期） （平成17年12月期）

売上高 162,917百万円 162,917百万円

売上総利益 89,676百万円 89,676百万円

営業利益 6,559百万円 6,559百万円

経常利益 6,737百万円 6,737百万円

（ウ） 分割する資産、負債の項目及び金額（平成18年９月20日現在）

 資産  負債

項目 帳簿価額  項目 帳簿価額

流動資産 44,675百万円 流動負債 31,368百万円

固定資産 1,857百万円 固定負債 164百万円

合計 46,532百万円 合計 31,532百万円

（注）　分割事業部門の資産・負債の項目及び金額は、平成18年９月20日現在の貸借対照表を基準に算出

しているため、実際に分割する金額は、上記金額と異なる可能性があります。
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第37期

（自　平成17年12月21日

至　平成18年12月20日）

（５）　新設分割新設会社の状況（予定）

（ア） 商号 

株式会社ニッセン（英文社名：Nissen Co.,Ltd.）

（イ） 事業内容

　通販事業（婦人服を中心とした衣料品、インテリア雑貨、和装品などの通信販売及び通信販売による

損害保険代理業務）、及びユービスト事業（宝飾品・呉服・毛皮・その他家庭用品等の展示会販売及び

訪問販売と、これに附帯する仕立・貸衣裳など各種サービス業務）

（ウ） 本店所在地

京都市南区吉祥院這登中町18番地

（エ） 資本金

１億円

（オ） 決算期

12月20日

（６）　商号変更

　当社は、本日開催の取締役会において、平成19年６月21日を効力発生日として、下記のとおり商号変

更することを決議いたしましたのでお知らせいたします。

なお、本件商号変更につきましては、平成19年３月14日開催予定の定時株主総会において定款一部変更

の承認決議がなされることを条件としております。

（ア） 新商号

株式会社ニッセンホールディングス（英文社名：Nissen Holdings Co.,Ltd.）

（イ） 変更日

平成19年６月21日

（ウ） 変更の理由

純粋持株会社体制へ移行することに伴い、変更いたします。

（７）　会社分割後の上場会社の状況

（ア） 商号

株式会社ニッセンホールディングス（平成19年6月21日付で株式会社ニッセンから商号変更予定）

（英文社名：Nissen Holdings Co.,Ltd.）

（イ） 事業内容

純粋持株会社としての、グループ経営戦略の策定・推進、その他経営の支配管理

（ウ） 本店所在地

京都市南区吉祥院這登中町18番地

（エ） 代表者の役職・氏名

代表取締役社長　片山　利雄

（オ） 資本金

分割による資本金の増減はありません。

（カ） 決算期

12月20日
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７．役員の異動

(１) 代表者の異動

 　　 該当事項はありません。

(２) その他の役員の異動

 　　 当社は、平成19年３月14日開催予定の定時株主総会の承認をもって、下記の通り取締役の異動を行う予定であり

　　　ます。

　　　１. 新任予定取締役候補

（非常勤）取　締　役 礒　川　剛　志

（非常勤）取　締　役 岩　本　朗

 　　 (注)新任取締役候補者である礒川剛志氏、岩本朗氏は、会社法第２条第15号に定める社外取締役であります。

 

　 ２. 退任取締役（平成19年２月６日付）

　　　以下の役員の異動につきましては、平成18年11月16日に開示済であります。

（非常勤）取　締　役 佐　藤　明　夫

（非常勤）取　締　役 青　松　英　男
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