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１．19年１月期の業績（平成18年２月１日～平成19年１月31日） 
(1) 経営成績                                (百万円未満切捨) 

 売上高 営業利益 経常利益 
 
19年１月期 
18年１月期 

百万円   ％
 26,770（△10.7）
 29,993（△16.2）

百万円   ％
391（△72.8）

1,442（△59.6）

百万円   ％
614（△62.8）

1,651（△56.3）

 

 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

 
19年１月期 
18年１月期 

百万円   ％ 
275（△68.1） 
862（△57.1） 

円  銭
2,567.25
9,456.71

円  銭
2,522.56
8,083.75

％
2.9
10.5

％ 
4.4 
11.5 

％
2.3
5.5

(注)①持分法投資損益   19年１月期      ―百万円   18年１月期      ―百万円 
②期中平均株式数   19年１月期    107,136株     18年１月期    91,238株 
③会計処理の方法の変更   無 
④売上高、営業利益、経常利益、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

(2) 財政状態                                (百万円未満切捨) 

 総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産
 

19年１月期 
18年１月期 

百万円 
          14,068 
          14,159 

百万円
           9,621 
           9,097 

％ 
68.4 
64.2 

円   銭 
88,032.20 
98,518.31 

(注)①期末発行済株式数   19年１月期    109,300株   18年１月期    92,340株 

②期末自己株式数    19年１月期      ―株   18年１月期      ―株 

(3) キャッシュ･フローの状況                         (百万円未満切捨) 

 
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 

 
19年１月期 
18年１月期 

百万円 
754 

    △548 

百万円
△1,248 
△395 

百万円
250 

     846 

百万円
4,406 
4,650 

 
２．20年１月期の業績予想(平成19年２月１日～平成20年１月31日) 

 
 売上高 経常利益 当期純利益 

  
 

中間期 
通 期 

百万円 
11,950 
26,800      

百万円
△417 

         800      

百万円
△360 

         350 

 
 

（参考）１株当たり予想当期純利益(通期) 3,202円19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 

配当金総額 

（百万円） 

配当性向

（％） 

純資産 

配当率(％)

19年１月期 ― 3,000 3,000 327 116.9 3.2

18年１月期 ― 3,000 3,000 277 31.7 3.3

20年１月期（予想） ― 3,000 3,000    
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※ 上記予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は、今

後様々な要因によって予想数値と異なる可能性があります。 



 

１.企業集団の状況 

 

 該当事項はありません。 

 

２.経営方針 

＜１＞経営の基本方針 

 当社は平成７年８月の設立時より、ベビー・トドラーからジュニアまでの幅広い子供世代の生活・文化を豊かにする

企業を目指し、「子供たちに夢を与え続けるとともに、子供たちのトータルライフスタイルをプロデュースする」こ

とを基本方針としております。このような経営方針のもと、高品質はもとより、個性を演出できるこだわりの商品を

常に消費者に提供するとともに、経営効率を高め、株主様、お取引先様、顧客様、従業員にとって価値ある企業であ

り続けるよう努力してまいります。 

 

＜２＞ 利益配分に関する基本方針 

 当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題として認識いたしております。 安定した配当を継続して実

施することを目指すとともに、経営環境の急激な変化に備えた経営基盤の一層の強化と、将来の事業展開を考慮しつ

つ、必要な内部留保を確保し企業体質の強化を図ってまいります。 

また、当社では、配当金のほかに、株主の皆様への利益還元の一環として、株主優待制度を設けております。 

 

＜３＞投資単位の引下げに関する考え方及び方針等 

当社は、投資単位については業績や株価の水準等を総合的に判断した上で対処したいと考えております。しかしな

がら、現在の株価水準においては、投資単位の引き下げを直ちに実施すべき状況ではないと考えております。 

 

＜４＞目標とする経営指標 

 当社は、継続的な事業の拡大を通じて企業価値と企業体力を高めていくことを経営の目標に掲げております。経営

指標としては、事業及び企業の収益力を表す各利益項目を重視し、特に売上総利益の増額と利益率の改善を目指して

おります。 

 

＜５＞中長期的な経営戦略 

 当社は、当社を取り巻く厳しい環境の中で、更なる事業の拡大と企業価値の向上を図るために、中長期的な経営戦

略として、以下の施策に取り組んでおります。 

 

（１） 物流コストの削減 

前期より稼動しております上海の物流拠点に加え、当期よりアモイ地区に同様の物流拠点を設け稼動させて

おります。当期においては上海地区及びアモイ地区周辺で生産されたアイテムの一部のみを、これらの拠点

経由にて国内に輸送いたしておりましたが、今後はこれらの拠点を経由するアイテム数を増加させることで、

輸送費の削減、包装や値付け作業の為の人件費の削減、国内物流拠点の縮小による施設管理費の削減、国内

輸送費の削減等を進めてまいります。 

 

（２） 組織改革 

ブランドの持つイメージをより鮮明にし、ブランドごとの特色を生かした戦略を実行し易くするために、ブ

ランド別の事業部制への移行を平成 19 年２月より進めております。 

    事業部ごとの損益を明確にすることでブランド別に問題点と対策を解り易くし、またブランドの強みと弱み 

    に沿った営業戦略を事業部ごとに実行できるようにします。 

    同時に、若手や女性の登用を一層進め、また各階層の責任者への権限の強化と委譲を併せて行い、次世代の 

    経営を担う人材を育ててまいります。   

 

（３） 社内情報インフラの改善 

情報伝達の迅速化やデータの共有を容易にするために、社内の情報システムを強化します。 

    基幹システムの充実やグループウェアの導入による業務の電子化及び各売場への端末の導入等を早急に行い 

    、情報インフラを充実させることによる業務の効率化を図ってまいります。 

 

（４） ショッピングセンター、アウトレットへの進出 

当社は、これまでに 12 箇所のショッピングセンターと 2箇所のアウトレットへ出店いたしました。 
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百貨店内の子供服売場が依然として厳しい環境にある中で、子供連れのファミリーをターゲットとしている 

ショッピングセンターは、当社にとっても魅力的なマーケットであります。また、現在ショッピングセンタ 

ー向けの新ブランドの投入を計画いたしております。 

新ブランドの投入により、ショッピングセンターが持つ顧客層に対して、よりマッチしたアイテムを投入で 

きるようになるため、これまで以上に積極的にショッピングセンターへの出店を進めてまいります。 

 

（５） オンラインショップ 

    昨年秋に当社のウェブサイトをリニューアルし、オンラインショップを開設いたしました。 

これを当社の一つの販売チャネルとして位置付け、積極的に拡大を図ってまいります。 

当社の主力販売チャネルである百貨店内売場だけでなく、地方在住の潜在顧客の開拓を図ることを目的とし 

ております。 

また、新生児層の開拓による顧客の囲い込みを目的にしたベビーアイテムの品揃えの充実や、自社製品の子 

供服だけでなく、コラボレーション企業の製品等の販売も行っており、また今後の一年間はまず会員数の獲 

得を主目的としてショップを運営し、在庫リスクの無い範囲でのＭＤ（コラボレーション商材を含む）を展 

開していく予定であります。 

 

＜６＞会社の対処すべき課題 

翌期の我が国経済の見通しといたしましては、中国及び韓国における経済的あるいは政治的リスクが高まる懸念が

依然として払拭できず、また国内においても景況感を下振れさせる各種リスクが少なからず見受けられるなど、引き

続き予断を許さない状況で推移すると予測されます。 

このような環境の下で、当社は既存の百貨店チャネルを充実させる一方、ショッピングセンター及びアウトレット

への出店を進めてまいります。そのためのショッピングセンター向け低価格ブランドの早期投入を目指します。 

国内売場のみならず、欧米への進出や自社オンラインショップでの取り扱い規模の拡大も併せて行い、百貨店以外

のチャネルの比率を高めることでリスクの分散を図ります。 

収益性の改善につきましては、中国国内で既に２箇所で稼動している物流拠点での取り扱い量を増加させ、物流と

それに付随するコストを低下させます。 

また、ブランドの持つイメージをより鮮明にし、ブランドごとの特色を生かした戦略を実行し易くするために、平

成19年２月よりブランド別事業部制への移行を進めております。事業部ごとの損益を明確にすることで、ブランド別

の問題点と対策を解り易くし、またブランドの強みと弱みに沿った営業戦略を事業部ごとに実行できるようにします。 

 

＜７＞親会社等に関する事項 

該当事項はありません。 

 

＜８＞内部管理体制の整備・運用状況 

当事項につきましては、別途開示しております「コーポレート・ガバナンスに関する報告書」をご参照ください。 

 

＜９＞その他、会社の経営上の重要な事項 

該当事項はありません。 

 

 

３.経営成績および財政状態 

(1)経営成績 

①当期の業績全般の概況 

当期における我が国の経済は、企業の収益構造の改善による設備投資の増加や雇用状況の改善等による個人消費の

緩やかな回復等、景況感は回復基調にあるものの一方で円安による原材料価格の高騰や中国及び韓国経済の先行きに

不透明感が漂い始める等の懸念もあり、依然として予断を許さない状況で推移いたしました。 

当社が属するアパレル業界におきましては、天候不順等の影響により消費者の購買意欲は盛り上がりに欠け、経営

環境は引き続き楽観できる状況ではありません。 

このような状況の中で当社は、秋物商品より各ブランドのアイテムのデザインを大きく見直し、またキャラクター

を用いたアイテムの発注量を増やす等、市場のニーズとのギャップを修正し、業績の回復を図ってまいりました。 

また、ファミリー顧客の購買行動が百貨店からショッピングセンターへと変化した市場の環境に合わせ、ショッピ

ングセンターへ７箇所、アウトレットへ２箇所出店し、併せて採算基準を下回る百貨店売場は撤退を進める等スクラ
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ップアンドビルドを行ってまいりました。 

その他、新チャネルとして当社ウェブサイト内にオンラインショップを開設いたしました。オンラインショップは

子供服に限らず小物やコラボレーション企業のアイテムまで幅広く揃え、地方在住の潜在顧客、深夜時間帯の需要、

ギフト需要、当社ブランド未認知顧客の新規取込み等を目的としており次世代の主要チャネルの一角を担うよう経営

資源を投入してまいります。 

その他コラボレーション商品として、ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社とライセンス契約を締結し、世界

的人気を誇る「ふしぎの国のアリス」とコラボレーションしたアイテムを平成19年３月より展開することとなりまし

た。また、東芝ＥＭＩ株式会社との共同チャリティーイベントとして宇多田ヒカルさん初の童謡「ぼくはくま」とタ

イアップし「ぼくはくま」オリジナルＴシャツコンテストの開催が決定する等、「世界中の子供たちに夢を与える」

という企業理念に沿ったイベント等も積極的に取り組んでおります。 

以上の結果、当期の業績は、売上高267億70百万円（前年同期比10.7％減）、経常利益６億14百万円（前年同期比62.8％

減）、当期純利益２億75百万円（前年同期比68.1％減）と前年を下回って推移しました。 

 

②当期の主なセグメント別の概況 

【ジュニアブランド】 

ジュニアファッションが進化する中でベビー・トドラー層とジュニア層の境界が曖昧となり、かつてのような顧客

層とサイズの比例関係が崩れつつあります。 

当社のジュニアブランドにおいては、このような顧客の購買行動の変化を受けて各ブランドの特徴をより強調して

いく必要から、秋物以降のアイテムにおいて各ブランドのデザインの見直しを進めました。 

旗艦ブランドであるエンジェルブルーでは、アート感のあるグラフィックを多用してポップカジュアルの原点を目

指し、かわいいキャラクターたちを目立たせた明るく元気なイメージのアイテムを中心に投入いたしました。 

ポンポネットジュニアでは、安定した式服需要の取込みを目的として、フレッシャーズアイテムを更に強化いたし

ました。 

また、当期は男児服市場の開拓にも力を入れてまいりました。当社の男児向けブランドであるブルークロスを中心

として、プロ野球球団のヤクルトスワローズやＪリーグの横浜Ｆマリノスとのコラボレーションを通じてスポーツ少

年の取込みを強化いたしました。当社では男児服市場を潜在的な魅力を秘めた市場であると認識しており、今後もス

ポーツを通じて男の子の購買意欲を喚起し、訴求を図ってまいります。 

その他、店舗運営方針の改善策としてベビー・トドラーブランドを卒業したお客様をスムーズにジュニアブランド

へと導くために、同一従業員がベビー顧客からジュニア顧客までの対応を行う一気通貫型売場への転換を進めました。 

以上の結果、当期の売上高は151億12百万円（前年同期比11.4％減）となりました。 

 

【ベビー・トドラーブランド】 

 ベビー・トドラーブランドにおきましては、新生児の取込みを目的とした各ブランドのベビーアイテムのみを集め

た売場「Ｈｉ！Ｂａｂｙショップ」の展開に取り組みました。 

 また、ポンポネットの男児向け新レーベル「ポンポネットギャルソン」を新たに発表いたしました。「ポンポネッ

チギャルソン」はブルークロスの持つスポーツカジュアル路線とは異なり、洗練されたお洒落な男児服としてポンポ

ネットのもつ「高級感と品の良さ」を継承しながら、男の子らしいかっこ良さと清潔感を打ち出したフレンチテイス

トのカジュアルブランドとしてスポーツよりもお洒落に興味をもった男の子をターゲットにしています。 

以上の結果、当期の売上高は104億50百万円（前年同期比8.6％減）となりました。 

 

【ロイヤリティ収入】 

 当社は「子供たちのトータルライフをプロデュース」することを目的とし、異業種とのコラボレーションを進めて

おり、それぞれの分野のリーディングカンパニーを中心にお子様の生活全般に関わる商品を提供いたしております。 

当期におきましては、新規に京都丸紅株式会社とメゾピアノ及びポンポネットの女児用浴衣のコラボレーションを、

また桐灰化学株式会社とメゾピアノ及びエンジェルブルーの使い捨てカイロのコラボレーションを行いました。 

以上の結果、当期のロイヤリティ収入は、３億18百万円（前年同期比21.1％減）となりました。 
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(２)財政状態 

 当事業年度における現金及び現金同等物は、前事業年度末の残高46億50百万円に対して2億43百万円減少し、44億６

百万円となりました。 

 当事業年度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) 

 当事業年度における営業活動の結果得られた資金は、７億54百万円(前年同期は５億48百万円の支出)となりました。 

 これは主に、税引前当期純利益３億97百万円、減価償却費３億57百万円、売上債権の減少３億16百万円等の収入が

あったものの、仕入債務の減少３億88百万円の支出があったことによるものであります。 

 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 当事業年度における投資活動の結果使用した資金は、12億48百万円(前年同期は３億95百万円の支出)となりました。 

 これは主に、長期性預金の預入による支出５億円、新規出店及びリニューアル等に伴う有形固定資産取得による支

出４億96百万円の支出があったことによるものであります。 

 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 当事業年度における財務活動の結果得られた資金は、２億50百万円(前年同期は８億46百万円の収入)となりました。 

 これは、配当金の支払が２億75百万円あったものの株式の発行による収入が５億25百万円あったことによるもので

あります。 

 

 なお、当社のキャッシュ・フローの指標は次のとおりであります。 

 平成17年1月期 平成18年1月期 平成19年1月期 

自己資本比率(％) 50.4 64.2 68.4

時価ベースの自己資本比率(％) ― 182.6 50.1

債務償還年数(年) ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― ―

自己資本比率：自己資本／総資産 

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、いずれも単体ベースの財務数値により計算しております。 

※営業キャッシュ・フローは、キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用しております。

有利子負債は、貸借対照表に計上している負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としておりますが、当

社におきましては該当がありません。また、利払いにつきましても同様であります。 

 当社は平成17年1月期以前未上場のため株式時価総額については開示しておりません。 

※「時価ベースの自己資本比率」につきましては、平成17年1月期以前未上場のため、株式時価総額について開示して

おりませんので「―」表示としております。 

※「債務償還年数（年）」につきましては、有利子負債がありませんので「―」表示としております。 

※「インタレスト・カバレッジ・レシオ」につきましては有利子負債がありませんので「―」表示としております。 
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(２)業績の見通しについて 

今後の我が国経済の見通しにつきましては、企業業績の回復に伴い個人消費も緩やかな増加基調にありますが、

大幅な回復には未だ至るものではありません。 

このような状況の中で、当社は業績の向上を念頭に消費者ニーズにマッチした商品の開発と、新たな市場の開拓

に努めてまいります。また前年同様に継続してコストの削減に努めてゆく所存であります。現時点での平成20年１

月期の業績見通しは、以下のとおりであります。 

 

(単位：百万円) 

 売上高 経常利益 当期純利益 １株当たり予想 

当期純利益 

平成20年１月期 26,800 800 350 3,202円19銭
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４.個別財務諸表等 
①【貸借対照表】 

  
前事業年度 

(平成18年１月31日) 
当事業年度 

(平成19年１月31日) 

区分 
注記 
番号 

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  4,650,441  4,406,594

２ 受取手形  52,024  80,047

３ 売掛金  4,601,913  4,259,009

４ 商品・製品  2,003,797  1,988,524

５ 原材料  3,049  3,819

６ 仕掛品  4,803  9,444

７ 前払費用  78,028  79,205

８ 繰延税金資産  75,546  252,508

９ 未収入金  74,528  27,422

10 未収法人税等  154,729  ―

11 その他  87,478  88,861

貸倒引当金  △13,500  △10,413

流動資産合計  11,772,841 83.1  11,185,025 79.5

Ⅱ 固定資産   

１ 有形固定資産   

(1）建物  1,949,788 1,737,312 

減価償却累計額  1,344,359 605,429 1,347,765 389,547

(2）車両運搬具  13,824 9,644 

減価償却累計額  9,020 4,803 7,683 1,961

(3）工具、器具及び備品  114,491 127,283 

減価償却累計額  66,304 48,187 88,814 38,469

(4）土地  298,940  298,940

有形固定資産合計  957,360 6.8  728,918 5.2

２ 無形固定資産   

(1）ソフトウェア  47,416  44,709

無形固定資産合計  47,416 0.3  44,709 0.3
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前事業年度 

(平成18年１月31日) 
当事業年度 

(平成19年１月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比
（％）

金額（千円） 
構成比
（％）

３ 投資その他の資産   

(1）投資有価証券  38,659  34,318

(2) 長期貸付金  3,887  628

(3）破産債権、更生債権そ
の他これらに準ずる
債権 

 33,912  9,272

(4）繰延税金資産  69,382  93,081

(5）差入保証金  880,416  969,178

(6）長期性預金  ―  500,000

(7）保険積立金  347,296  465,438

(8）その他  40,625  46,713

貸倒引当金  △32,504  △8,651

投資その他の資産合計  1,381,675 9.8  2,109,980 15.0

固定資産合計  2,386,452 16.9  2,883,609 20.5

資産合計  14,159,294 100.0  14,068,634 100.0
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前事業年度 

(平成18年１月31日) 
当事業年度 

(平成19年１月31日) 

区分 
注記 
番号 

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  1,080,046  350,166

２ 買掛金  2,354,945  2,695,994

３ 未払金  396,075  359,931

４ 未払費用  446,240  450,166

５ 未払法人税等  ―  53,000

６ 未払消費税等  ―  2,705

７ 前受金  47,434  23,974

８ 預り金  71,580  76,981

９ 賞与引当金  102,343  105,256

10 返品調整引当金  30,065  34,334

11 設備支払手形  348,879  150,564

12 その他  298  3,671

流動負債合計  4,877,910 34.5  4,306,746 30.6

Ⅱ 固定負債   

１ 退職給付引当金  163,947  119,706

２ 預り保証金  20,255  20,261

固定負債合計  184,203 1.3  139,968 1.0

負債合計  5,062,113 35.8  4,446,714 31.6

（資本の部）   

Ⅰ 資本金 ※１ 655,550 4.6  ― ―

Ⅱ 資本剰余金   

１ 資本準備金  859,950 ― 

資本剰余金合計  859,950 6.1  ― ―

Ⅲ 利益剰余金   

１ 利益準備金  12,500 ― 

２ 任意積立金  6,000,000 ― 

３ 当期未処分利益  1,559,650 ― 

利益剰余金合計  7,572,150 53.5  ― ―

Ⅳ その他有価証券評価差額金  9,530 0.0  ― ―

資本合計  9,097,181 64.2  ― ―

負債資本合計  14,159,294 100.0  ― ―
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前事業年度 

(平成18年１月31日) 
当事業年度 

(平成19年１月31日) 

区分 
注記 
番号 

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  ― ―  920,550 6.5

２ 資本剰余金   

(1)資本準備金  ― 1,124,950 

資本剰余金合計  ― ―  1,124,950 8.0

３ 利益剰余金   

(1)利益準備金  ― 12,500 

(2)その他利益剰余金   

任意積立金  ― 7,000,000 

繰越利益剰余金  ― 557,676 

利益剰余金合計  ― ―  7,570,176 53.8

株主資本合計  ― ―  9,615,676 68.3

Ⅱ 評価・換算差額等   

１その他有価証券評価差額金  ―  6,243

評価・換算差額等合計  ― ―  6,243 0.1

純資産合計  ― ―  9,621,919 68.4

負債純資産合計  ― ―  14,068,634 100.0
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②【損益計算書】 

  
前事業年度 

(自 平成17年２月１日 
  至 平成18年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年２月１日 
  至 平成19年１月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅰ 売上高  29,993,846 100.0  26,770,919 100.0

Ⅱ 売上原価   

１ 商品・製品期首たな卸高  1,835,211 2,003,797 

２ 当期商品仕入高  13,062,525 11,676,637 

３ 当期製品製造原価  143,114 104,064 

合計  15,040,850 13,784,499 

４ 商品・製品期末たな卸高  2,003,797 13,037,052 43.5 1,988,524 11,795,975 44.1

返品調整引当金繰入額  30,065  34,334

返品調整引当金戻入額  △23,171  △30,065

売上総利益  16,949,899 56.5  14,970,675 55.9

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※１ 15,507,797 51.7  14,578,814 54.4

営業利益  1,442,102 4.8  391,860 1.5

Ⅳ 営業外収益   

１ 受取利息  795 10,144 

２ 仕入割引  217,303 183,436 

３ 雑収入  27,314 245,413 0.8 33,412 226,993 0.8

Ⅴ 営業外費用   

１ 新株発行費  21,925 4,543 

２ 株式公開費用  8,841 ― 

３ 雑損失  5,126 35,893 0.1 119 4,662 0.0

経常利益  1,651,621 5.5  614,192 2.3
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前事業年度 

(自 平成17年２月１日 
  至 平成18年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年２月１日 
  至 平成19年１月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
百分比
（％）

金額（千円） 
百分比
（％）

Ⅵ 特別利益   

１ 貸倒引当金戻入益  ― ― ― 5,490 5,490 0.0

Ⅶ 特別損失   

１ 固定資産除却損 ※２ 69,905 81,480 

２ 固定資産売却損 ※２ ― 269 

３ 減損損失 ※３ ― 140,453 

４ 賃借契約解約違約金  29,716 99,622 0.3 ― 222,202 0.8

税引前当期純利益  1,551,999 5.2  397,479 1.5

法人税、住民税 
及び事業税 

 544,864 281,384 

法人税等追徴税額  ― 113,116 

未払法人税等取崩額  ― △73,661 

法人税等調整額  144,322 689,187 2.3 △198,404 122,433 0.5

当期純利益  862,811 2.9  275,045 1.0

前期繰越利益  696,838  ―

当期未処分利益  1,559,650  ―
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製造原価明細書 

  
前事業年度 

(自 平成17年２月１日 
  至 平成18年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年２月１日 
  至 平成19年１月31日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

Ⅰ 材料費  54,427 37.5 49,549 45.6 

Ⅱ 外注加工費  90,803 62.5 59,155 54.4 

当期総製造費用  145,231 100.0 108,705 100.0 

期首仕掛品たな卸高  2,686  4,803  

合計  147,917  113,509  

期末仕掛品たな卸高  4,803  9,444  

当期製品製造原価  143,114  104,064  

  原価計算の方法 原価計算の方法 

 原価計算の方法は、品番別の 

実際個別原価計算であります。 

同左 
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③ 【株主資本等変動計算書】 

当事業年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日）             （単位：千円） 

株主資本 

 

資本剰余金

 

利益剰余金 

その他利益剰余金 

 

 

 

資本金 

 

 

資本準備金 利益準備金 任意積立金 繰越利益剰余金

 

利益剰余金合計 

 

 

株主資本合計

平成18年１月31日残高 655,550 859,950 12,500 6,000,000 1,559,650 7,572,150 9,087,650

事業年度中の変動額   

 新株の発行 265,000 265,000  530,000

任意積立金の積立  1,000,000 △1,000,000 ― ―

剰余金の配当  △277,020 △277,020 △277,020

当期純利益  275,045 275,045 275,045

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 265,000 265,000 ― 1,000,000 △1,001,974 △1,974 528.025

平成19年１月31日残高 920,550 1,124,950 12,500 7,000,000 557,676 7,570,176 9.615.676

 

 

（単位：千円） 

評価・換算差額等  

その他有価証券 

評価差額金 

評価・換算差額等

合計 

 

純資産合計 

平成18年１月31日残高 9,530 9,530 9,097,181 

事業年度中の変動額  

 新株の発行 530,000 

剰余金の配当 △277,020 

当期純利益 275,045 

株主資本以外の項目の事業年度中の変動額

（純額） △3,287 △3,287

 

△3,287 

事業年度中の変動額合計 △3,287 △3,287 524,738 

平成19年１月31日残高 6,243 6,243 9,621,919 
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④【キャッシュ・フロー計算書】 

  
前事業年度 

(自 平成17年２月１日
  至 平成18年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年２月１日
  至 平成19年１月31日)

区分 
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー    

税引前当期純利益  1,551,999 397,479 

減価償却費  427,575 357,180 

減損損失  ― 140,453 

退職給付引当金の減少額  △22,367 △44,240 

貸倒引当金の減少額  △574 △26,939 

賞与引当金の増加（△：減少）額  △53,716 2,912 

返品調整引当金の増加額  6,894 4,268 

受取利息及び受取配当金  △795 △10,144 

有形固定資産除却損  69,905 81,480 

有形固定資産売却損  ― 269 

売上債権の減少額  621,901 316,059 

たな卸資産の減少 (△：増加) 額  △171,113 9,862 

仕入債務の減少額  △1,016,074 △388,830 

その他流動資産の減少(△：増加)額  △28,867 77,164 

その他流動負債の減少額  △526,042 △53,989 

その他  21,935 4,515 

小計  880,659 867,500 

利息及び配当金の受取額  795 6,584 

法人税等の支払・還付額  △1,429,731 △119,838 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △548,276 754,246 

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー    

長期性預金の預入による支出  ― △500,000 

貸付金の回収による収入  5,663 3,259 

有形固定資産の取得による支出  △416,700 △496,604 

有形固定資産の売却による収入  ― 1,497 

無形固定資産の取得による支出  △4,963 △12,555 

差入保証金の差入による支出  △99,727 △159,397 

差入保証金の返還による収入  149,950 41,577 

保険積立金の積立による支出  △118,142 △118,142 

保険積立金の解約による収入  89,962 ― 

その他  △1,202 △7,731 

投資活動によるキャッシュ・フロー  △395,160 △1,248,096 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー    

配当金の支払額  △397,440 △275,454 

株式発行による収入  1,243,574 525,456 

財務活動によるキャッシュ・フロー  846,134 250,002 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △97,302 △243,847 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  4,747,743 4,650,441 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 ※ 4,650,441 4,406,594 
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⑤【利益処分計算書】 

  
前事業年度 

(株主総会承認日 
平成18年４月27日) 

区分 
注記 
番号 

金額（千円） 

Ⅰ 当期未処分利益   1,559,650 

Ⅱ 利益処分額    

１ 配当金  277,020  

２ 任意積立金  1,000,000 1,277,020 

Ⅲ 次期繰越利益   282,630 
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重要な会計方針 

項目 
前事業年度 

(自 平成17年２月１日 
  至 平成18年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年２月１日 
  至 平成19年１月31日) 

その他有価証券 その他有価証券 １ 有価証券の評価基準及び

評価方法 時価のあるもの 時価のあるもの 

  決算日の市場価格等に基づく時価法

により評価しております（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）。 

 決算日の市場価格等に基づく時価法

により評価しております（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）。 

① 商品・製品 ① 商品・製品 ２ たな卸資産の評価基準及

び評価方法 個別法による原価法 同左 

  ただし、季越の商品で著しく価額

が低下し、回復する見込のないもの

については、同種商品の過去の販売

実績に照らし評価減を行い、期末た

な卸高を評価替え後の金額により計

上しております。 

 

  当該評価減の金額は297,419千円

であります。 

 当該評価減の金額は344,971千円

であります。 

 ② 原材料 ② 原材料 

 個別法による原価法 同左 

 ③ 仕掛品 ③ 仕掛品 

 個別法による原価法 同左 

① 有形固定資産 ① 有形固定資産 ３ 固定資産の減価償却の方

法  定率法を採用しております。ただし、

平成10年４月１日以降取得の建物（建

物附属設備を除く）については、定額

法を採用しております。 

       同左 

 ② 無形固定資産 ② 無形固定資産 

  定額法を採用しております。ただし、

自社利用のソフトウエアについては、

社内における利用可能期間に基づく定

額法を採用しております。 

同左 

４ 繰延資産の処理方法 ① 新株発行費 ① 新株発行費 

  支出時に全額費用処理しておりま

す。 

同左 

５ 引当金の計上基準 ① 貸倒引当金 ① 貸倒引当金 

  売上債権等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。 

同左 

 ② 賞与引当金 ② 賞与引当金 

  従業員に支給する賞与に備えるた

め、支給見込額に基づき計上しており

ます。 

同左 
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項目 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
  至 平成18年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年２月１日 
  至 平成19年１月31日) 

 ③ 返品調整引当金 ③ 返品調整引当金 

  将来予想される売上返品に備えるた

め、過去の返品率等を勘案し、当該返

品に伴う売上総利益相当額を計上して

おります。 

同左 

 ④ 退職給付引当金 ④ 退職給付引当金 

  従業員の退職給付に備えるため、期

末における退職給付債務および年金資

産の見込額に基づき計上しておりま

す。また、数理計算上の差異は、その

発生時の従業員の平均残存勤務期間内

の一定年数（３年）による定額法によ

り按分した額を翌期から処理すること

としております。 

       同左 

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。 

同左 

７ 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 

消費税等の会計処理 消費税等の会計処理 

 税抜方式によっております。 同左 

８ その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項   
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会計処理方法の変更 
 

前事業年度 

（自 平成1
至 平成1 （自 平成1

至 平成1
7年２
8年１

月１日 ）月31日 
 

当事業年度 
8年２
9年１

月１日）月31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。これにより減損損失140,453千円を特別損失として

計上しております。 

―――― 

 

（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。 

従来の資本の部の合計に相当する金額は9,621,919千円

であります。 

なお、財務諸表等規則の改正により、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。 

 

 

追加情報 
 

前事業年度 

（自 平成1
至 平成1 （自 平成1

至 平成1
7年２
8年１

月１日 ）月31日 
 

当事業年度 
8年２
9年１

月１日）月31日
 

「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

価値割及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55,146千円増加し、

営業利益、経常利益及び税引前当期純利益が55,146千円

減少しております。 

 

―――― 
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注記事項 

（貸借対照表関係） 

前事業年度 
(平成18年１月31日) 

当事業年度 
(平成19年１月31日) 

※１ 授権株式数及び発行済株式総数 ※１         ――――― 
 

授権株式数 普通株式 320,000株

発行済株式総数 普通株式 92,340株
 

   

 ２ 配当制限  ２         ―――― 

 商法施行規則第124条第３号に規定する金額は

9,530千円であります。 

  

 

 

（損益計算書関係） 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
  至 平成18年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年２月１日 
  至 平成19年１月31日) 

※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 ※１ 販売費及び一般管理費の主要な費目及び金額 
 

(1）販売促進費 971,558千円

(2）給与手当 4,839,895千円

(3）雑給与 3,134,707千円

(4）法定福利費 600,934千円

(5）賞与引当金繰入額 102,343千円

(6）減価償却費 427,575千円

(7）地代家賃 896,444千円

(8）備品・消耗品費 721,231千円
  

 
(1）販売促進費 856,863千円

(2）給与手当 4,456,693千円

(3）雑給与 3,044,085千円

(4）法定福利費 672,273千円

(5）賞与引当金繰入額 105,256千円

(6）減価償却費 357,180千円

(7）地代家賃 920,391千円

(8）備品・消耗品費 588,351千円
  

 販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の

割合は概ね次のとおりであります。 

 販売費に属する費用と一般管理費に属する費用の

割合は概ね次のとおりであります。 
 

販売費に属する費用 約53％

一般管理費に属する費用 約47％
  

 
販売費に属する費用 約52％

一般管理費に属する費用 約48％
  

  

※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※２ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。
 

建物 69,206千円

工具、器具及び備品 572千円

車両運搬具 127千円

合計 69,905千円
  

 
建物 71,202千円

工具、器具及び備品 15千円

車両運搬具 62千円

原状回復撤去費用 10,200千円

合計 81,480千円
  

――――  固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。
    

車両運搬具 269千円

合計 269千円
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（損益計算書関係） 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
  至 平成18年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年２月１日 
  至 平成19年１月31日) 

―――― 

 

※３ 減損損失 

当事業年度において、当社は以下の資産について減損

損失を計上しております。     

 

金額 
用途 種類 地域 

(千円) 

売場内装 建物付属

設備 設備 
東京地区 89,708

売場内装 建物付属

設備 設備 
大阪地区 31,908

売場内装 建物付属

設備 設備 
広島地区 3,633

売場内装 建物付属

設備 設備 
福岡地区 15,202

計 140,453

 

 （グルーピングの方法） 

 当社は売場内装設備については、ブランド別にグルー

ピングしております。 

また社宅等は共用資産とし、その他賃貸用不動産につ

いては個別物件単位でグルーピングしております。 

 

（経緯） 

 減損損失を計上した資産グループは、割引前将来キャ

ッシュ・フロー総額が帳簿価額に満たないため、帳簿

価額を回収可能価額まで減額しております。 

 

（回収可能価額の算定方法等） 

 回収可能価額は使用価値により測定しております。上

記資産グループについては、今後も損失が予想される

ため、帳簿価額全額を減損損失に計上しました。 
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(株主資本等変動計算書関係) 

当事業年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

１.発行済株式の種類及び総数に関する事項 
 

 前事業年度末株式

数（株） 

当事業年度増加株

式数（株） 

当事業年度減少株

式数（株） 

当事業年度末株式

数（株） 

発行済株式     

普通株式 92,340 16,960 ― 109,300

合計 92,340 16,960 ― 109,300

（注）発行済株式の増加16,960株は、新株予約権の権利行使による新株の発行によるものであります。 

 

２.新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

新株予約権の目的となる株式の数 

区分 新株予約権の内訳 

新株予約権 

の目的とな 

る株式の種 

類 
前事業年度末 当事業年度増加 当事業年度減少 当事業年度末

当事業年度

末残高 

提出会社 
ストック・オプションとして 

の新株予約権 
普通株式 ― ― ― ― ― 

合計 ― ― ― ― ― ― 

 

 

３.配当に関する事項 

(１)配当金支払額 

決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 

１株当たり配当額 

（円） 
基準日 効力発生日 

平成18年４月27日

定時株主総会 
普通株式 277,020 3,000 平成18年１月31日 平成18年４月28日

 

(２)基準日が当期に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌期となるもの 

 決議 株式の種類 
配当金の総額 

（千円） 
配当の原資

１株当たり配当額 

（円） 
基準日 効力発生日 

平成19年４月26日 

定時株主総会 
普通株式 327,900 利益剰余金 3,000 平成19年１月31日 平成19年４月27日

 

 

 

（キャッシュ・フロー計算書関係） 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
  至 平成18年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年２月１日 
  至 平成19年１月31日) 

※現金及び現金同等物の期末残高と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貸借対照表に掲記さ

れている科目の金額との関係 

（平成18年１月31日現在） （平成19年１月31日現在）
 
現金及び預金勘定 4,650,441千円

現金及び現金同等物 4,650,441千円
  

 
現金及び預金勘定 4,406,594千円

現金及び現金同等物 4,406,594千円
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（リース取引関係） 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
  至 平成18年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年２月１日 
  至 平成19年１月31日) 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると認められる

もの以外のファイナンス・リース取引 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額及び期末残高相当額 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

① 車両運搬具 ① 車両運搬具 
 

取得価額相当額 4,858千円

減価償却累計額相当額 3,839千円

期末残高相当額 1,018千円
  

 
取得価額相当額 9,177千円

減価償却累計額相当額 2,470千円

期末残高相当額 6,707千円
  

② 工具、器具及び備品 ② 工具、器具及び備品 
 

取得価額相当額 417,766千円

減価償却累計額相当額 73,902千円

期末残高相当額 343,864千円
  

 
取得価額相当額 432,947千円

減価償却累計額相当額 145,320千円

期末残高相当額 287,626千円
  

③ ソフトウエア ③ ソフトウエア 
 

取得価額相当額 50,701千円

減価償却累計額相当額 23,801千円

期末残高相当額 26,899千円
  

 
取得価額相当額 114,906千円

減価償却累計額相当額 29,466千円

期末残高相当額 85,440千円
  

(2）未経過リース料期末残高相当額 (2）未経過リース料期末残高相当額等 

  未経過リース料期末残高相当額 
 

１年内 88,569千円

１年超 287,142千円

合計 375,711千円
  

 
１年内 107,563千円

１年超 276,295千円

合計 383,858千円
  

(3）支払リース料、減価償却費相当額及び支払利息相

当額 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失 
 

支払リース料 61,872千円

減価償却費相当額 49,490千円

支払利息相当額 4,612千円
  

 
支払リース料 113,110千円

減価償却費相当額 102,077千円

支払利息相当額 6,328千円
  

(4）減価償却費相当額の算定方法 (4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 (5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法について

は利息法によっております。 

同左 

―――― （減損損失について） 

  リース資産に配分された減損損失はありません。  
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（有価証券関係） 

当事業年度（平成19年１月31日現在） 

その他有価証券で時価のあるもの 

当事業年度（平成19年１月31日） 

 種類 
取得原価（千円）

貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 23,791 34,318 10,526 

(2）債券 ― ― ― 

① 国債・地方債等 ― ― ― 

② 社債 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

合計 23,791 34,318 10,526 

 

前事業年度（平成18年１月31日現在） 

その他有価証券で時価のあるもの 

前事業年度（平成18年１月31日） 

 種類 
取得原価（千円）

貸借対照表計上額 
（千円） 

差額（千円） 

(1）株式 22,589 38,659 16,069 

(2）債券 ― ― ― 

① 国債・地方債等 ― ― ― 

② 社債 ― ― ― 

③ その他 ― ― ― 

(3）その他 ― ― ― 

貸借対照表計上額が取
得原価を超えるもの 

合計 22,589 38,659 16,069 

 

（デリバティブ取引関係） 

当事業年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日） 

 当社は、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 
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（退職給付関係） 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
  至 平成18年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年２月１日 
  至 平成19年１月31日) 

１．採用している退職給付制度の概要 １．採用している退職給付制度の概要 

 当社は、確定給付型の制度として、退職一時金制度、

適格退職年金制度及び厚生年金基金制度を併用してお

ります。 

同左 

２．退職給付債務に関する事項 ２．退職給付債務に関する事項 
 
(1）退職給付債務 △469,382千円

(2）年金資産 320,635千円

(3）未認識数理計算上の差異 △15,200千円

(4）退職給付引当金 △163,947千円
  

 
(1）退職給付債務 △470,328千円

(2）年金資産 370,490千円

(3）未認識数理計算上の差異 △19,868千円

(4）退職給付引当金 △119,706千円
  

 （注） 当社は総合設立代行型の東京既製服厚生年金

基金に加入しており、当該厚生年金基金制度

は退職給付会計実務指針第33項の例外処理を

行う制度であります。同基金の報告に基づく

年金資産の残高は78,203,585千円であり、当

社の掛金の拠出割合は14.19％となっており、

この拠出割合に基づき年金資産を計算した場

合には11,099,570千円となります。 

     なお、前事業年度末における同基金に対する

当社の掛金拠出割合は8.73％であります。 

 （注） 当社は総合設立代行型の東京アパレル厚生年

金基金に加入しており、当該厚生年金基金制

度は退職給付会計実務指針第33項の例外処理

を行う制度であります。同基金の報告に基づ

く年金資産の残高は79,764,091千円であり、

当社の掛金の拠出割合は12.88％となってお

り、この拠出割合に基づき年金資産を計算し

た場合には10,273,614千円となります。 

      

３．退職給付費用に関する事項 ３．退職給付費用に関する事項 
 
(1）勤務費用 350,164千円

(2）利息費用 8,570千円

(3）期待運用収益 △3,808千円

(4）数理計算上の差異の費用処理額 1,255千円

(5）退職給付費用 356,182千円
  

 
(1）勤務費用 377,525千円

(2）利息費用 9,387千円

(3）期待運用収益 △4,809千円

(4）数理計算上の差異の費用処理額 △8,728千円

(5）退職給付費用 373,375千円
  

 （注） 上記勤務費用には、厚生年金基金に係わる拠

出金246,989千円が含まれています。 

 （注） 上記勤務費用には、厚生年金基金に係わる拠

出金275,504千円が含まれています。 

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 ４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 
 
(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(2）割引率 2.0％

(3）期待運用収益率 1.5％

(4）数理計算上の差異の処理年数 ３年

（発生年度の翌期から定額法で処理）
  

 
(1）退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(2）割引率 2.0％

(3）期待運用収益率 1.5％

(4）数理計算上の差異の処理年数 ３年

（発生年度の翌期から定額法で処理）
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（ストック・オプション等関係） 

当事業年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

１.ストック・オプションの内容 

決議年月日 平成14年12月5日 平成14年12月5日 平成16年12月15日 平成17年4月27日 

付与対象者の区分及

び人数 

当社取締役  1名 

当社従業員  1名 

当社取締役  1名 

当社従業員  1名 

当社取締役   5名 

当社従業員  104名 

当社従業員   1名 

ストック・オプショ

ンの数（注） 
普通株式 11,520株 普通株式 6,080株 普通株式 1,085株 普通株式   5株 

付与日 平成14年12月6日 平成14年12月6日 平成17年1月5日 平成17年9月1日 

権利確定条件 新株予約権の割当を

受けた者が、当社なら

びに当社の子会社及

び関連会社の取締役、

監査役、従業員その他

これに準ずる地位に

あることを要する。た

だし、任期満了による

退任、定年退職その他

当社の取締役会が正

当な理由があると認

めた場合（死亡の場合

を除く。）はこの限り

でない。 

新株予約権の割当を

受けた者が、当社なら

びに当社の子会社及

び関連会社の取締役、

監査役、従業員その他

これに準ずる地位に

あることを要する。た

だし、任期満了による

退任、定年退職その他

当社の取締役会が正

当な理由があると認

めた場合（死亡の場合

を除く。）はこの限り

でない。 

新株予約権の割当を

受けた者が、当社なら

びに当社の子会社及

び関連会社の取締役、

監査役、従業員その他

これに準ずる地位に

あることを要する。た

だし、任期満了による

退任、定年退職その他

当社の取締役会が正

当な理由があると認

めた場合（死亡の場合

を除く。）はこの限り

でない。 

新株予約権の割当を

受けた者が、当社なら

びに当社の子会社及

び関連会社の取締役、

監査役、従業員その他

これに準ずる地位に

あることを要する。た

だし、任期満了による

退任、定年退職その他

当社の取締役会が正

当な理由があると認

めた場合（死亡の場合

を除く。）はこの限り

でない。 

対象勤務期間 定めておりません 定めておりません 定めておりません 定めておりません 

自 平成14年12月6日 自 平成16年12月6日 自 平成18年12月16日 自 平成19年4月28日
権利行使期間 

至 平成34年12月6日 至 平成24年12月5日 至 平成26年12月15日 至 平成27年4月27日

（注）株式数に換算して記載しております。 

 

２.ストック・オプションの規模及びその変動状況 

(１)ストック・オプションの数                        （単位：株） 

決議年月日 平成14年12月5日 平成14年12月5日 平成16年12月15日 平成17年４月27日 

権利確定前     

 前事業年度末 ― ― 954 5 

付与 ― ― ― ― 

失効 ― ― 109 ― 

 権利確定 ― ― ― ― 

 当事業年度末 ― ― 845 5 

権利確定後     

 前事業年度末 11,520 5,440 ― ― 

権利確定 ― ― ― ― 

権利行使 11,520 5,440 ― ― 

 失効 ― ― ― ― 

 当事業年度末 ― ― ― ― 
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(２)単価情報                                 （単位：円） 

決議年月日 平成14年12月5日 平成14年12月5日 平成16年12月15日 平成17年４月27日

 権利行使価格 31,250 31,250 250,000 270,122 

権利行使時の平均株価 254,911 261,640 ― ― 

公正な評価単価（付与日） ― ― ― ― 
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（税効果会計関係） 

前事業年度 
(平成18年１月31日) 

当事業年度 
(平成19年１月31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 

賞与引当金損金算入限度超
過額 

49,772千円

返品調整引当金損金算入限
度超過額 

13,953千円

有償支給繰延利益否認額 17,196千円

退職給付引当金損金算入限
度超過額 

66,710千円

その他 15,500千円

繰延税金資産合計 163,132千円

繰延税金負債 

未収事業税 △11,664千円

その他有価証券評価差額 △6,538千円

繰延税金負債合計 △18,203千円

繰延税金資産の純額 144,929千円
 

 
繰延税金資産 

賞与引当金損金算入限度超
過額 

48,054千円

返品調整引当金損金算入限
度超過額 

13,971千円

有償支給繰延利益否認額 19,914千円

退職給付引当金損金算入限
度超過額 

48,708千円

棚卸資産評価損 140,381千円

減損損失 44,340千円

その他 40,577千円

繰延税金資産小計 355,945千円

評価性引当額 △6,072千円

繰延税金資産合計 349,873千円

繰延税金負債 

その他有価証券評価差額 △4,283千円

繰延税金負債合計 △4,283千円

繰延税金資産の純額 345,589千円
  

  

２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

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） 

留保金課税 4.4

交際費等永久に損金に算入されない項目 0.2

住民税均等割 0.9

その他 △1.7

税効果会計適用後の法人税等の負担率 44.4％
  

 
法定実効税率 40.6％

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない項目 2.6

住民税均等割 4.9

評価性引当額 0.6

過年度未払法人税等取崩額 △29.0

修正申告に伴う課税 5.3

延滞税等 3.9

その他 1.9

税効果会計適用後の法人税等の負担率 30.8％
  

 

 

 

（持分法損益等） 

当事業年度（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日） 

 該当事項はありません。 

 

前事業年度（自 平成16年２月１日 至 平成17年１月31日） 

 該当事項はありません。 
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【関連当事者との取引】 

当事業年度（自 平成18年２月１日 至 平成19年１月31日） 

該当事項はありません。 

 

 

前事業年度（自 平成17年２月１日 至 平成18年１月31日） 

役員及び個人主要株主等 

関係内容 

属性 
会社等の
名称 

住所 
資本金又
は出資金 
（千円） 

事業の内
容又は職
業 

議決権等の
所有（被所
有）割合 

役員の
兼任等

事業上
の関係

取引の内容
取引金額 
（千円） 

科目 
期末残高
（千円）

役員かつ
主要株主 

成宮雄三 － － 
当社代表
取締役社
長 

（被所有）
直接21.0％

－ － 
不動産賃貸借
に伴う被債務
保証（注１）

7,150 － －

（注）１ 当社が賃借している店舗の賃借契約に対する連帯保証であり、保証料の支払及び担保の提供はありませ

ん。債務保証につきましては、平成17年３月をもって解消しております。 

  取引金額につきましては、対象となる店舗の賃借料(平成17年２月１日～平成17年３月８日)を記載して

おります。 
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（１株当たり情報） 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
  至 平成18年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年２月１日 
  至 平成19年１月31日) 

 

１株当たり純資産額 98,518円31銭

１株当たり当期純利益 9,456円71銭

  

 

１株当たり純資産額 88,032円20銭

１株当たり当期純利益 2,567円25銭

  
潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

8,083円75銭

 

 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益 

2,522円56銭

 

 

  

 

（注） １株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

(自 平成17年２月１日 
  至 平成18年１月31日) 

当事業年度 
(自 平成18年２月１日 
  至 平成19年１月31日) 

当期純利益（千円） 862,811 275,045 

普通株主に帰属しない金額（千円） ― ― 

普通株式に係る当期純利益（千円） 862,811 275,045 

期中平均株式数（株）  91,238 107,136 

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 

新株予約権１種類 

 （新株予約権の数５個） 

新株予約権２種類 

 （新株予約権の数850個） 
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（重要な後発事象） 

前事業年度 
（自 平成17年２月１日 
至 平成18年１月31日） 

当事業年度 
（自 平成18年２月１日 
至 平成19年１月31日） 

１. 新株予約権の行使による増資 

①平成18年２月２日付での第２回新株予約権の行使に

より、株式数等が以下のとおり増加致しました。 

株式数：   普通株式320株 

資本金：   5,000千円 

資本準備金： 5,000千円 

②平成18年３月10日付での第２回新株予約権の行使に

より、株式数等が以下のとおり増加致しました。 

株式数：   普通株式320株 

資本金：   5,000千円 

資本準備金： 5,000千円 

③平成18年３月17日付での第１回新株予約権の行使に

より、株式数等が以下のとおり増加致しました。 

株式数：   普通株式6,400株 

資本金：   100,000千円 

資本準備金： 100,000千円 

④平成18年３月23日付での第１回及び２回新株予約権

の行使により、株式数等が以下のとおり増加致しまし

た。 

株式数：   普通株式9,920株 

資本金：   155,000千円 

資本準備金： 155,000千円 

 

これにより、３月23日現在の発行済株式の総数は

109,300株、資本金は920,550千円、資本準備金は

1,124,950千円となっております。 
 

―――― 

２．新株予約権(ストックオプション)の発行について  

  平成18年４月27日開催の定時株主総会において当

社の取締役・監査役及び従業員に対して、商法第280

条ノ20および第280条ノ21に基づき新株予約権(スト

ックオプション)の発行を決議しております。 

 

(1）発行する株式の種類および対象株式数  

普通株式1,000株を上限とする。  

(2）新株予約権の行使時の払込金額  

 払込金額は、発行日の属する月の前月各日(取引が

成立しない日を除く)における株式会社ジャスダ

ック証券取引所が公表する当社普通株式の 終価

格の平均値に1.10を乗じた金額(１円未満の端数

は切り上げる)、又は発行日の 終価格(取引が成

立しない場合はそれに先立つ直近日の 終価格)

のいずれか高い金額とする。 

 

(3）新株予約権の行使期間  

平成20年４月28日から平成28年４月27日までの間

で取締役会が定める期間。 
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５.生産、仕入及び販売の状況 
 (1)生産実績 

 当事業年度における生産実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

当事業年度 
(自 平成18年２月１日 
 至 平成19年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日
 至 平成18年１月31日)事業 

生産高（千円） 前年同期比（％） 生産高（千円） 

ジュニアブランド － － 123 

ベビー・トドラーブランド 72,447 39.9 181,557 

ヤングレディスブランド 119,292 114.7 104,033 

合計 191,740 67.1 285,712 

 （注）１ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(2)仕入実績 

 当事業年度における仕入実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

当事業年度 
(自 平成18年２月１日 

 至 平成19年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日
 至 平成18年１月31日)事業 

仕入高（千円） 前年同期比（％） 仕入高（千円） 

ジュニアブランド 6,595,248 89.0 7,407,853 

ベビー・トドラーブランド 4,694,072 91.2 5,147,551 

ヤングレディスブランド 387,315 76.4 507,120 

合計 11,676,637 89.4 13,062,525 

 （注）１ 金額は、仕入価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

 

(3)販売実績 

 当事業年度における販売実績を事業別に示すと、次のとおりであります。 

当事業年度 
(自 平成18年２月１日 
 至 平成19年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日
 至 平成18年１月31日)事業 

販売高（千円） 前年同期比（％） 販売高（千円） 

ジュニアブランド 15,112,433 88.6 17,060,009 

ベビー・トドラーブランド 10,450,778 91.4 11,431,681 

ヤングレディスブランド 747,548 79.1 945,252 

ロイヤリティ収入 318,909 78.9 404,149 

その他 141,248 92.5 152,753 

合計 26,770,919 89.3 29,993,846 

 （注）１ 金額は、販売価格によっております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

３ その他の主な内容は、コラボレーション企業からの商品販売手数料収入等であります。 
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当事業年度における販売実績をブランド別に示すと、次のとおりであります。 

当事業年度 
(自 平成18年２月１日 

 至 平成19年１月31日) 

前事業年度 
(自 平成17年２月１日 
 至 平成18年１月31日)

 

ブランド 

販売高（千円） 前年同期比（％） 販売高（千円） 

MINI-K  1,571,085 68.7  2,285,545 

mezzo piano  5,342,549 92.3  5,787,849 

pom ponette  1,810,936 101.0  1,792,970 

DAISY LOVERS Paradise 
kids 

   919,386 101.2    908,392 

ANGEL BLUE kids    806,820 122.8    656,924 

ベ
ビ
ー
・
ト
ド
ラ
ー
ブ
ラ
ン
ド 

小  計 10,450,778 91.4 11,431,681 

jusqua        746,802 92.0        812,076 

Pink Papillon            746 0.6        133,175 

ヤ
ン
グ
レ
デ
ィ

ス
ブ
ラ
ン
ド 

小  計        747,548 79.1        945,252 

ANGEL BLUE  3,626,124 79.5  4,561,614 

mezzo piano junior  2,878,371 86.9  3,313,400 

pom ponette junior  2,301,529 93.0  2,473,896 

DAISY LOVERS  2,749,741 94.5  2,909,104 

BLUE CROSS girls  1,397,129 87.6  1,594,923 

BLUE CROSS  2,159,537 97.8  2,207,068 

ジ
ュ
ニ
ア
ブ
ラ
ン
ド 

小  計 15,112,433 88.6 17,060,009 

 

 

 
 

６.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 

該当事項はありません。 
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