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１．平成19年1月期の連結業績（平成18年2月1日～平成19年1月31日）

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

売上高 営業利益 経常利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年1月期 37,373 46.2 △1,789 － △1,819 －

18年1月期 25,565 2.9 △291 － △528 －

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 ％ ％ ％

19年1月期 △1,404 － △9 79 － － △22.4 △9.8 △4.9

18年1月期 359 － 3 77 3 27 21.3 △3.0 △2.1

（注）①持分法投資損益 19年1月期 － 18年1月期 －

②期中平均株式数（連結） 19年1月期 146,749,832株 18年1月期 90,639,122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、対前期増減率であります。

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

総資産 純資産 自己資本比率 １株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

19年1月期 17,555 5,757 32.7 25 07

18年1月期 19,551 6,795 34.8 34 01

（注）期末発行済株式数（連結） 19年1月期 147,457,924株 18年1月期 140,460,770株

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

営業活動による
キャッシュ・フロー

投資活動による
キャッシュ・フロー

財務活動による
キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物
期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

19年1月期 △2,679 2,338 △1,434 3,849

18年1月期 △725 4,100 1,662 6,240

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項  

連結子会社数 9社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 1社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） 4社 （除外） 5社 持分法（新規） 1社 （除外） －社

２．平成20年1月期の連結業績予想（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

百万円 百万円 百万円

中間期 14,440 △440 △490

通　期 33,510 260 200

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　１円14銭

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

おります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。
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 「１．平成19年１月期の連結業績」の指標算式

・１株当たり当期純利益

 連結損益計算書上の当期純利益－普通株式に帰属しない金額（注）

 期中平均普通株式数－期中平均自己株式数

・潜在株式調整後１株当たり当期純利益

 連結損益計算書上の当期純利益－普通株式に帰属しない金額（注）

 期中平均普通株式数－期中平均自己株式数＋潜在株式数

 （注）優先株式配当金総額であります。

・１株当たり純資産

 純資産の部金額－優先株式に係る資本金及び資本準備金－優先株式配当要支払額－少数株主持分－新株予約権

 期中平均普通株式数－期中平均自己株式数

 「２．平成20年１月期の連結業績予想」の指標算式

・１株当たり予想当期純利益（通期）

 予想当期純利益－優先株式配当要支払額

 期末普通株式発行済株式数－期末自己株式数
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１．企業集団の状況

　当社を含む企業集団は、当社及び連結子会社９社及び持分法適用関連会社１社の合計11社で構成されており、主な事

業は、カジュアルウエア（紳士外着・婦人外着・子供外着・肌着・ナイティなどの各種繊維二次製品）及びスポーツウ

エア（主にゴルフウエア）の製造及び販売であります。また、親会社のジェイ・ブリッジ株式会社は投資事業を営んで

おり、当社グループに役員を派遣しております。当社グループの当社及び各子会社の位置付けは次のとおりであります。

(1) 当社（小杉産業株式会社）

　当社は、取扱う商品の大半を当社において企画し、製造につきましては生産機能子会社及び国内外の協力メーカー

へ生産委託しております。また、販売につきましては、日本国内において本店（東京）・大阪支店・福岡支店・札幌

店及び名古屋店の各営業拠点から、全国の百貨店・チェーンストアを中心にその他専門店及び小売店などの得意先を

対象としております。さらに、一部の商品については直営店舗での販売を行うとともに、海外との輸出入業務も行っ

ております。

(2) 生産機能子会社

株式会社新潟コスギニットの1社であります。

(3) 販売機能子会社

株式会社ファミリーウェイの1社であります。

(4) ライセンス管理子会社

株式会社ジェーエヌジェーの1社であります。

(5) ＳＰＡ・小売展開子会社

株式会社ミナミ、株式会社ツー・アンド・ワン、株式会社タガラ、有限会社ニーズ及び株式会社ニックストーキョー

の５社であります。

 （注）当連結会計年度中における連結子会社等の異動等は、以下のとおりです。 

・株式会社栃木コスギニット

当社は、平成19年1月1日付でその所有株式の全てを当社グループ外に譲渡いたしました。

・株式会社グッドタイム

平成18年8月10日付で清算結了いたしました。

・株式会社グレース南部

清算手続中であります。

・株式会社ツーアンドワン

平成18年５月31日に株式取得により当社の連結子会社となりました。

・株式会社コージツ

平成18年2月14日付で当社が株式会社コージツに対する公開買付を実施したことにより、当社の連結子会社に含

めておりましたが、その後平成19年1月17日付での株式会社コージツにおける第三者割当増資の実施により当社

の同社に対する持株比率が低下したことから、当連結会計年度末においては当社の持分法適用関連会社となって

おります。

・株式会社ニックストーキョー

平成18年9月29日に新規設立により当社の連結子会社となりました。

・株式会社コスギファッションネット

当社は、平成18年9月29日付でその所有株式のうちの90％を当社グループ外に譲渡いたしました。
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 以上の各社について事業系統図を示すと、次のとおりになります。

 

小
杉
産
業
株
式
会
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当
社
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ジ
ェ
イ
・
ブ
リ
ッ
ジ
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式
会
社
（
親
会
社
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＜生産機能＞ 

・株式会社新潟コスギニット 
当社の商品企画に基づいた製品の製造 

・株式会社ファミリーウェイ 
職域販売ならびに専門小売店を中心とした販売活動 

＜販売機能＞ 

・株式会社ジェーエヌジェー 
「ジャック・ニクラウス」の商標権等の管理 

＜ライセンス管理機能＞ 

・株式会社ミナミ 
スポーツウェアの製造販売、スポーツ用具の販売 

・株式会社ツー・アンド・ワン 
「ミエコ ウエサコ」ブランドでゴルフ衣料・小物を企画製造販売 

・株式会社タガラ 
「シャルル ジョルダン」「シャルル ジョルダン ビス」ブランドの婦
人服製造販売 

・有限会社ニーズ 
有名セレクトショップ・ヤング市場へ商品展開 
当社商品の企画 

・株式会社ニックス・トーキョー 
セレクトショップの企画・運営 

 
（持分法適用関連会社） 
・株式会社コージツ 

登山用品の販売 

＜ＳＰＡ・小売＞ 
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２．経営方針

１．会社の経営基本方針

　当社グループは「私たちにとって大切なこと。それは伝統を受け継ぎ、今を見つめ、未来を考えてものを作りあげ

ること。そして、何より、それが私たちにとって楽しい、ということ。」の理念を掲げ、お客様のご要望にお応えで

きる、よりよい品質と価値観のある価格、さらに市場動向に即応した豊かなファッション商品を提供し続けることで、

顧客満足度を高めてまいります。

　その結果として、企業価値の最大化を図りステークホルダーからご満足のいただける企業グループを目指してまい

ります。

２．利益配分に関する基本方針

　当社グループの利益配分につきましては、当期の成果のみならず今後の経営環境の変化及び業績動向をも総合的に

勘案し、安定した配当を継続することを基本方針とし、早期の復配を目指してまいります。

３．中長期的な経営戦略及び対処すべき課題

（1）中長期的な経営戦略

  当社は、平成17年度より事業構造の変革を目指した経営改革を進めております。財務体質の改善及び強化をはじ

め、新ブランド・新事業の開発、不採算ブランドの見直しを通じ収益構造の抜本的改革にも取り組んでまいりまし

た。初年度であります平成17年度には財務体質の改善を達成したものの、既存展開店舗における売上高の前年割れ

など、今後の収益改善・拡大にあたっては更なる改善策が必要となっております。

　当社は、競争の激しいアパレル業界にあって、消費者のライフスタイル、嗜好の大きな変化に対応し、情報力・

企画力・営業力・販売力を強化し、市場ニーズに適応する戦略的マーケティング活動に努めた競争力強化を図って

まいります。また、120余年に亘る歴史を持つ名門アパレル企業である強みと、これまでに培った信頼と実績を活か

し、経営資源の集約と企業体質の強化及び付加価値のある商品の提供にも努めてまいります。　

（2）対処すべき課題

 当社は、上記の中長期的な経営戦略を推進するために、以下の課題を実行に移してまいります。

①　利益体質への転換

・「ゴールデンベア」「ジャンセン」ブランドの強化、販売体制拡充

・原価率低減による利益率の向上、資金効率改善

②　新規事業の拡充

・ゴルフブランドの集約による事業拡大

③　販売員の育成強化　

・販売支援体制の整備やインセンティブ制度の充実

・お客様の視点に立った顧客サービスを推進

　当社は、ライフスタイルの変化に伴うファッションの多様化や新たなる商業施設の対応等による消費動向の多様化

に対応し、引き続き新ブランドの開発を積極的に推進してまいります。

４．コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況

（1） コーポレートガバナンスに関する基本的な考え方

　当社グループは「顧客」「株主」を初めとするステークホルダーの視点から、企業経営の効率化及び透明性向

上と、法令を厳守し社会通念上の常識・倫理に照らして公正な経営を行うことが企業の社会的責任であると認識

し、コーポレートガバナンスの充実を図ってまいります。

（2） コーポレートガバナンスに関する施策の実施状況

①　意思決定と業務執行の迅速化のため、取締役会は月１回開催し、重要事項や経営課題の討議を実施しており

ます。

②　当社グループは、コーポレートガバナンスの実効性を確保するため、監査役制度を導入しております。監査

役会は３名で構成され、取締役会に出席するほか、業務執行状況を監視しております。

③　企業理念の実現及び法令の遵守ならびに市場からの信頼獲得に加え、企業としての社会的責任達成のため、

コンプライアンス委員会を設置し、業務遂行に当たる行動指針の設定と啓蒙を進めてまいります。

④　会計監査人は、平成18年４月27日開催の定時株主総会においてＫＤＡ監査法人（旧法人名：国際第一監査法

人）が選任され、監査契約に基づき正しい経営情報の報告を受け、会計監査が実施されております。

⑤　内部統制機能の推進を図るため、経営企画部に業務管理グループを設置すると共に、関連事業部を設置して、

グループ経営における透明性を高めております。　
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 ※　コーポレートガバナンス体制及び内部統制の模式図は、以下のとおりです。

 
株  主  総  会 

会  

計 
 

監 
 

査 
 

人 

監査役会  監査役３名 取締役会  取締役９名 

社長・営業本部 

各事業部・支店 

コンプライアンス委員会 

ホットライン制度 

業務管理グループ 

　なお、当社グループにおいて上記の体制をより確実に推進するため、平成18年５月に「内部統制システムの構築

の基本方針」を策定致しました。

　当社グループといたしましては、今後も引き続き、企業経営の適法性及び効率化に加え、リスクの回避を実現で

きるコーポレートガバナンスを確立してまいります。

５．会計監査人の概要

（1）監査法人名

ＫＤＡ監査法人（旧法人名：国際第一監査法人）

（2）当社に係る継続監査年数

１年

（3）業務を執行した公認会計士の氏名

業務執行社員　　公認会計士　　毛利　優

業務執行社員　　公認会計士　　関本　享 

（4）監査業務に係る補助者の構成

公認会計士　　２名

会計士補　　　３名

その他　　　　３名 

６．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係または取引関係その他の利害関係の概要

　当社には、社外取締役はおりませんが、社外監査役が３名おります。社外監査役のうち、１名は取引先の関係会

社の社長を兼務しており、また、１名は当社の親会社の財務経理部長を兼務しておりますが、その他の利害関係は

ありません。

７．役員報酬の内容

当事業年度における当社の役員に対する役員報酬は、以下のとおりです。

取締役　　11名　　86,850千円

監査役　　５名　　12,450千円

８．監査報酬の内容

当事業年度における当社の監査法人に対する監査報酬は、以下のとおりです。

公認会計士法第２条第１項に規定する業務に基づく報酬　　　　18,000千円

それ以外の報酬はありません。

－ 6 －



９．親会社に関する事項

（1） 親会社等の商号等

親会社等 親会社等属性
親会社等の

議決権所有割合

親会社等が発行する株券が

上場されている証券取引所等

ジェイ・ブリッジ株式会社 親会社 39.48％ 東京証券取引所　第二部

（2） 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付け

　当社の親会社はジェイ・ブリッジ株式会社であり、当連結会計年度末現在、当社の39.48％の議決権を保有する

とともに、当社取締役９名のうち１名が親会社の取締役を兼務しております。

　なお、当社はジェイ・ブリッジグループの繊維製品製造販売事業の中核企業ではありますが、独立した企業と

して自主性を確保しながら、ジェイ・ブリッジグループ内においてシナジー効果を発揮することにより、企業価

値の最大化を図り、ジェイ・ブリッジグループの連結経営に貢献していく方針です。

（3） 親会社等との取引に関する事項

　当社と親会社等との間には営業上の取引関係はありません。

　なお、今後において親会社及び親会社のグループ会社と取引を行う場合は、他企業と同等の条件で取引するこ

とを基本としております。
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３．経営成績及び財政状態

１．経営成績

(1) 当連結会計年度の概況

　当期におけるわが国経済は、原油価格高騰による影響が懸念されましたが、好調な企業収益を背景に民間設備投

資の増加や雇用情勢の改善など景気は緩やかな回復基調に推移いたしました。

　当アパレル業界におきましても、春物衣料が堅調に推移するなど一部に明るさが見られましたが、年度後半には

冷夏、暖冬などの天候不順もあり、秋冬商戦は全般的に伸び悩み、百貨店の売上高が再び前年を下回るなど動きが

鈍い状況で推移いたしました。

　このような経営環境の中で、当社は従来の委託販売中心のビジネスモデルから、消化販売を主としたＳＰＡ型ビ

ジネスモデルへの移行期にあり、抜本的なオペレーションの改革を進めております。

前年度から進めてきたこの改革による流通在庫圧縮及び返品減少などの成果に加え、仕入先との協力関係強化によ

る原価率の改善が進み、返品調整引当金控除前の売上総利益率は前期比1.9％の増加と改善いたしました。また、

プロパー品（今期企画した商品）の売上高は前期比9.3％と前年実績を上回り、利益率においても改善に寄与いた

しました。

  しかしながら、プロパー品とキャリー品（季越商品）とを加えた全体の売上高は、春先から初夏にかけての低温

や、暖冬による商況の冷え込みにより当初計画に比べ大きく低迷いたしました。

　また、グループ各社におきましては、２月に新たに連結子会社化した株式会社コージツは、春や秋の行楽シーズ

ンが例年に比べ暖かかった影響もあり、近郊の山域需要が拡大したことなどにより、ウェアやアウトドアシューズ

を中心に売上高が好調に推移し、また、５月末に連結子会社となった株式会社ツー・アンド・ワン（以下、２＆

１）は、ゴルフバッグを中心とした用品の販売が好調に推移いたしました。しかしながら、売上高の比重が下期に

偏重している株式会社ミナミ（以下、ミナミ）については、暖冬の影響を大きく受け、スキー・スノーボードを中

心とした主力商品の売上が大幅に低迷いたしました。

　この結果、当連結会計期間の売上高は、新規子会社の売上高が加わったこともあり、373億73百万円（前年同期

比118億7百万円の増加） となりました。なお、利益面といたしましては、当社売上高の減少と新規ブランドへの

積極的展開のための費用発生が増加したことなどにより、経常損失は18億19百万円（前年同期比12億91百万円の

増加）となり、さらにグループ内で保有するリース資産や有形固定資産の一部について、減損損失を特別損失とし

て計上したことなどにより、当期純損失は14億４百万円（前年同期は３億59百万円の当期純利益）となりました。

　なお、セグメント別には、カジュアルウェア販売事業は売上高が239億44百万円、営業損失が12億83百万円、ス

ポーツ用品販売事業の売上高は134億48百万円、営業損失が５億６百万円となっております。

(2) 今後の見通し

　今後の見通しにつきましては、日本経済は引き続き輸出や設備投資に支えられ、緩やかながら回復基調が続くも

のの、企業間競争の激化、原材料の値上がりなど懸念材料が多く、個人消費につきましても定率減税の廃止など予

断を許さない状況が続くものと思われます。

　このような状況の中で、当社グループは、引き続き営業体制の強化を推し進め、有能な人材の補強、取引先や取

引内容の見直し、不採算店舗の撤退や取引条件改善、中国などの海外工場との直取引拡大を徹底して行い、利益率

の改善に努めてまいります。

　また、「ゴールデンベア」ブランドのショップ化の更なる推進と、「ジャンセン」を中心とした既存ブランドの

再構築を進め、既存の販路での拡販と直営店での事業展開に努めてまいります。

  さらに、当社グループ全体としましては、前期から当期にかけて新たにグループ会社となった各社を中心とした

連携強化を図り、特にスポーツ関連事業で直営店展開を積極的に行い、新規の顧客獲得と売上高増強に取り組んで

まいります。

　連結子会社である２＆１におきましては、「ＫＥＮＺＯゴルフ」と「ＣＷ－Ｘゴルフ」との連携した企画や、同

一店舗での展開等を通じ、売上高を拡大させていく方針であります。

　ウィンタースポーツ関連がメインであるミナミにおいては、主力であるスノーボードやスキー関連分野を強化し、

メインシーズンである下期を中心に体制を強化、不採算店舗の撤退を実施しながら収益力の改善を目指します。ま

た、当社との共同企画による機能肌着の販売も実施してまいります。

　なお、平成20年１月期における当社グループの連結業績見通しは、通期売上高335億10百万円、経常利益２億60

百万円、当期純利益２億円（個別業績は売上高207億80百万円、経常利益５億20百万円、当期純利益１億円）を見

込んでおります。

　当社グループといたしましては、今後も引き続き再生に向けた企業価値向上を目指し、全社一丸となって更なる

経営努力を進めてまいります。
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２．財政状態

(1) 営業活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度の営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失12億17百万円でありましたが、

固定資産売却損益13億27百万円の計上等により26億79百万円の減少（前連結会計年度は7億25百万円の減少）とな

りました。

(2) 投資活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度の投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却収入などにより23億38百万円の増

加（前連結会計年度は41億円の増加）となりました。

(3) 財務活動によるキャッシュ・フロー

　当連結会計年度間の財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済による支出などにより14億34百万

円の減少（前連結会計年度は16億62百万円の増加）となりました。

　この結果、当連結会計年度末の現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べ23億90百万円減少の38億49百万

円となりました。

(4) キャッシュ・フロー指標のトレンド

 前連結会計年度 当連結会計年度

 自己資本比率（％） 34.8 32.7

 時価ベースの自己資本比率（％） 160.2 49.6

 債務償還年数（年） － －

 インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍） － －

（注）１　時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

２　債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

３　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利払い

＊　各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。

＊　株式時価総額は、期末最終株価×期末発行済株式数(自己株式控除後）により算出しております。

＊　営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業キャッシュ・フローを使用しております。

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

ります。また、利払いについては連結キャッシュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。
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３．事業等のリスク

　当社グループの経営成績は、今後起こりうる様々な要因により大きな影響を受ける可能性があります。

　以下に示した事業展開上のリスク要因及び不確実要素は、当社グループに対し重大な影響を与え、営業利益を減少

させる可能性があります。

　なお、文中における将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。

(1) 国内衣料消費動向や気象状況の変化によるリスク

　当社グループは、売上の大部分を国内の百貨店及びチェーンストアに対する売上に依存していることから、個人

消費の動向、特に衣料品消費の動向に左右されることが考えられます。また、外部環境の変化に対応した商品企画

に傾注しておりますが、特に冷夏暖冬等の気象状況の変化が市場動向を大きく左右することで商品の売れ残りまた

は相当の売上値引ならびに売上返品が起き、当社グループの経営成績に影響を及ぼすリスクがあります。

　さらに、当社の連結子会社で取扱うアウトドア用品及びスポーツ用品の分野については、豪雨・豪雪・台風など

による自然環境の大きな変化が、経営成績に影響を及ぼす場合があります。

(2) 自然災害や事故における生産リスク

　当社グループの商品は、その大部分について協力メーカーに生産を委託しており、企画から納品まで随時生産

状況の進捗を確認しております。しかしながら、予想し得ない自然災害や事故等による欠品や納期遅れ等により、

当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。

(3) ブランドのライセンス供与中止等によるリスク

　当社グループが展開しているライセンスブランドは、ライセンサーとの密接な関係を保ちつつ綿密な打ち合わせ

のもと、企業生産を行っております。しかし、一方的なライセンス供与の中止や契約内容の大きな変更等により当

社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。また、これらに伴う商品評価減や売上高の減少及び返品

調整引当金増大などのリスクがあります。

(4) 品質管理について

　当社グループは、厳しい品質管理基準に従って各種製品を提供しておりますが、予測しえない品質トラブルや製

造物責任に関わる事故が発生した場合は、企業及びブランドのイメージが損なわれ、当社グループの経営成績に影

響を及ぼす可能性があります。

(5) 個人情報の管理について

　当社グループは、直営店及び百貨店等における店頭顧客管理上、多くの個人情報を保有しております。これらの

情報の管理及び取扱について当社コンプライアンス推進委員会で社内ルールを決定したうえで、管理体制を整え、

万全を期しております。しかしながら、万一予測し得ない情報の流出や漏洩が発生した場合は、当社グループの社

会的信用を低下させ、当社グループの経営成績に影響を及ぼす可能性があります。
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４．連結財務諸表等
(1）連結貸借対照表

  
前連結会計年度

（平成18年１月31日）

当連結会計年度

（平成19年１月31日）
対前年比

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減

（千円）

（資産の部）         

Ⅰ　流動資産         

１　現金及び預金 ※２  6,240,009   3,849,376   

２　受取手形及び売掛金 ※２  3,071,936   3,466,698   

３　たな卸資産 ※２  3,477,017   4,204,955   

４　繰延税金資産   －   24,750   

５　その他   294,697   564,473   

貸倒引当金   △34,647   △9,866   

流動資産合計   13,049,012 66.7  12,100,388 68.9 △948,624

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1) 建物及び構築物 ※２ 3,939,032   1,385,776    

減価償却累計額  △1,854,474 2,084,558  △1,211,766 174,009   

(2) 機械装置及び運搬具  75,086   44,307    

減価償却累計額  △65,701 9,384  △41,654 2,653   

(3) 器具及び備品  1,717,198   1,354,236    

減価償却累計額  △1,233,286 483,911  △1,224,959 129,277   

(4) 土地
※１

※２
 1,290,887   42,033   

有形固定資産合計   3,868,742 19.8  347,973 2.0 △3,520,768

２　無形固定資産         

 (1) 連結調整勘定   －   173,074   

 (2) その他   168,675   27,880   

 無形固定資産合計   168,675 0.9  200,955 1.1 32,279

３　投資その他の資産         

(1) 投資有価証券 ※２  1,049,949   728,140   

(2) 関連会社株式   －   2,041,058   

(3) 長期貸付金   15,208   5,655   

(4) 敷金保証金 ※２  1,711,489   2,269,362   

(5) その他   238,508   164,150   

貸倒引当金   △550,263   △302,179   

投資その他の資産

合計
  2,464,893 12.6  4,906,187 28.0 2,441,294

固定資産合計   6,502,310 33.3  5,455,116 31.1 △1,047,194

資産合計   19,551,323 100.0  17,555,504 100.0 △1,995,818
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前連結会計年度

（平成18年１月31日）

当連結会計年度

（平成19年１月31日）
対前年比

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減

（千円）

（負債の部）         

Ⅰ　流動負債         

１　支払手形及び買掛金 ※２  5,551,829   6,238,999   

２　短期借入金 ※２  49,329   270,000   

３　一年内返済長期借入金 ※２  318,712   208,300   

４　未払費用   493,430   556,094   

５　未払法人税等   49,933   29,540   

６　繰延税金負債   434,862   380,707   

７　返品調整引当金   556,069   553,981   

８　ポイント引当金   132,098   148,168   

９　係争損失引当金   －   3,000   

10　賞与引当金   48,178   46,969   

11　その他   1,496,895   1,097,335   

流動負債合計   9,131,338 46.7  9,533,097 54.3 401,759

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※２  341,397   122,001   

２　長期未払金   1,192,694   231,257   

３　繰延税金負債   120,352   61,443   

４　退職給付引当金   1,299,816   1,174,198   

５　役員退職金引当金   22,000   －   

６　連結調整勘定   629,967   499,629   

７　その他   7,732   176,205   

固定負債合計   3,613,960 18.5  2,264,735 12.9 △1,349,224

負債合計   12,745,298 65.2  11,797,832 67.2 △947,465

（少数株主持分）         

少数株主持分   10,075 0.0  －  △10,075

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※４  5,389,940 27.6  －  △5,389,940

Ⅱ　資本剰余金   5,108,985 26.1  －  △5,108,985

Ⅲ　利益剰余金   △3,174,514 △16.2  －  3,174,514

Ⅳ　土地再評価差額金 ※１  △691,797 △3.5  －  691,797

Ⅴ　その他有価証券評価

差額金
  170,987 0.9  －  △170,987

Ⅵ　自己株式 ※５  △7,651 △0.1  －  7,651

資本合計   6,795,949 34.8  －  △6,795,949

負債、少数株主持分

及び資本合計
  19,551,323 100.0  －  △19,551,323
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前連結会計年度

（平成18年１月31日）

当連結会計年度

（平成19年１月31日）
対前年比

区分
注記

番号
金額（千円）

構成比

（％）
金額（千円）

構成比

（％）

増減

（千円）

（純資産の部）        

Ⅰ　株主資本         

１　資本金   － －  5,613,940 32.0 5,613,940

２　資本剰余金   － －  2,093,097 11.9 2,093,097

３　利益剰余金   － －  △2,036,721 △11.6 △2,036,721

４　自己株式   － －  △8,004 △0.1 △8,004

株主資本合計   － －  5,662,311 32.2 5,662,311

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差

額金
  － －  85,121  85,121

評価・換算差額等合計   － －  85,121 0.5 85,121

Ⅲ　少数株主持分   － －  10,238 0.1 10,238

純資産合計   － －  5,757,671 32.8 5,757,671

負債純資産合計   － －  17,555,504 100.0 17,555,504
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(2）連結損益計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

当連結会計年度

（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）

対前年比

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減

（千円）

Ⅰ　売上高   25,565,301 100.0  37,373,129 100.0 11,807,828

Ⅱ　売上原価   14,957,410 58.5  22,468,655 60.1 7,511,244

売上総利益   10,607,890 41.5  14,904,474 39.9 4,296,583

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※１  10,899,735 42.6  16,694,329 44.7 5,794,593

営業損失   291,845 △1.1  1,789,855 △4.8 1,498,010

Ⅳ　営業外収益         

１　受取利息  1,123   2,488    

２　受取配当金  9,514   7,451    

３　受取検査手数料  25,608   3,280    

４　受取地代家賃  26,398   287,612    

５　連結調整勘定償却額  21,750   130,338    

６　その他  85,218 169,614 0.7 109,911 541,083 1.4 371,469

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  257,137   129,424    

２　新株発行費  74,922   －    

３　株式交付費  －   2,887    

４　不動産賃借料  －   317,131    

５　その他  74,438 406,498 1.7 121,572 571,016 1.5 164,517

経常損失   528,729 △2.1  1,819,788 △4.9 1,291,059

Ⅵ　特別利益         

１　固定資産売却益 ※２ 646,241   1,352,604    

２　関係会社株式売却益 ※３ －   1,318,620    

３　投資有価証券売却益  270,743   20,894    

４　貸倒引当金戻入額  172,185   53,340    

５　債務免除益  －   22,898    

６　賞与引当金戻入益  －   1,211    

７　役員退職金引当金取崩額  56,750   10,000    

８　その他  734 1,146,655 4.5 32,425 2,811,995 7.5 1,665,339
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前連結会計年度

（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

当連結会計年度

（自　平成18年２月１日

至　平成19年１月31日）

対前年比

区分
注記

番号
金額（千円）

百分比

（％）
金額（千円）

百分比

（％）

増減

（千円）

Ⅶ　特別損失         

１　減損損失 ※４ －   1,281,474    

２　投資有価証券評価損 ※７ 18,599   177,199    

３　持分変動損失 ※６ －   165,343    

４　関係会社株式売却損 ※５ －   144,709    

５　固定資産除却損 ※８ 79,169   126,473    

６　固定資産売却損 ※９ 60,482   24,669    

７　たな卸資産整理損  13,917   21,914    

８　本社及び商品センター

    移転費用
※10 34,651   11,732    

９　前期損益修正損 ※11 12,146   4,391    

10　財務構造再編費用 ※12 263,200   －    

11　早期退職措置関連損失 ※13 156,129   190,166    

12　係争損失引当金繰入額  －   3,000    

13　その他  13,618 651,913 2.5 58,862 2,209,939 5.9 1,558,025

税金等調整前当期純損失   33,987 △0.1  1,217,732 △3.3 1,183,745

法人税・住民税及び事業税  28,274   121,454    

法人税等調整額  △424,499 △396,224 △1.5 △57,336 64,117 0.2 460,342

少数株主利益   2,360 0.0  122,960 0.3 120,599

当期純利益又は

当期純損失（△）
  359,877 1.4  △1,404,810 △3.8 △1,764,687

         

－ 15 －



(3）連結剰余金計算書及び連結株主資本等変動計算書

連結剰余金計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

区分
注記

番号
金額（千円）

（資本剰余金の部）    

Ⅰ　資本剰余金期首残高   1,989,643

Ⅱ　資本剰余金増加高    

１　増資による新株の発行  5,053,000 5,053,000

Ⅲ　資本剰余金減少高    

１　欠損填補のための資本準備金

取崩高
 1,933,658 1,933,658

Ⅳ　資本剰余金期末残高   5,108,985

    

（利益剰余金の部）    

Ⅰ　利益剰余金期首残高   △8,212,394

Ⅱ　利益剰余金増加高    

１　当期純利益  359,877  

２　土地再評価差額金取崩額  862,787  

３　資本金取崩による増加高  2,015,460  

４　資本準備金取崩による増加高  1,933,658 5,171,783

Ⅲ　利益剰余金減少高    

１　当期純損失  －  

２　土地勘定調整による剰余金

減少高
※１ 133,902 133,902

Ⅳ　利益剰余金期末残高   △3,174,514
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連結株主資本等変動計算書

当連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年１月31日　残高（千円） 5,389,940 5,108,985 △3,174,514 △7,651 7,316,759

連結会計年度中の変動額（千円）

新株の発行 224,000 217,000 － － 441,000

資本準備金の取崩による欠損填補 － △3,232,887 3,232,887 － －

当期純利益 － － △1,404,810 － △1,404,810

連結子会社の減少に伴う増減高 － － 1,513 － 1,513

土地再評価差額金の取崩 － － △691,797 － △691,797

自己株式の取得 － － － △353 △353

株主資本以外の項目の連結会計　　
年度中の変動額（純額）

－ － － － －

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

224,000 △3,015,887 1,137,792 △353 △1,654,447

平成19年１月31日　残高（千円） 5,613,940 2,093,097 △2,036,721 △8,004 5,662,311

評価・換算差額等

新株予約権 少数株主持分 純資産合計
その他有価証券
評価差額金

土地再評価　　
差額金

評価・換算差額
等合計

平成18年１月31日　残高（千円） 170,987 △691,797 △520,809 21,000 10,075 6,827,025

連結会計年度中の変動額

新株の発行 － － － － － 441,000

資本準備金の取崩による欠損填補 － － － － － －

当期純利益 － － － － － △1,404,810

連結子会社の減少に伴う増減高 － － － － － 1,513

土地再評価差額金の取崩 － － － － － △691,797

自己株式の取得 － － － － － △353

株主資本以外の項目の連結会計　
年度中の変動額（純額）

△85,866 691,797 605,931 △21,000 162 585,094

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△85,886 691,797 605,931 △21,000 162 △1,069,353

平成19年１月31日　残高（千円） 85,121 － 85,121 － 10,238 5,757,671
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書

  
前連結会計年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（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    

税金等調整前当期純損失  △33,987 △1,217,732

減価償却費  296,092 478,742

連結調整勘定(費用)  3,727 108,879

連結調整勘定(収益)  △21,750 △130,338

貸倒引当金の増減額  △184,815 △76,138

賞与引当金の増減額  △9,938 9,825

退職給付引当金の増減額  △396,157 △124,027

返品調整引当金の増減額  △892,288 △2,088

受取利息及び配当金  △10,637 △9,940

支払利息  257,137 129,424

持分変動損失  ― 165,343

投資有価証券売却損益  △270,743 △20,894

関係会社株式売却損益  ― △1,173,910

固定資産減損損失  ― 1,281,474

固定資産売却損益  △585,759 △1,327,934

固定資産除却損  79,169 126,473

売上債権の増減額  962,878 △84,732

たな卸資産の増減額  1,629,652 △273,783

仕入債務の増減額  △2,303,606 307,322

前期損益修正損  12,146 4,391

その他  997,283 △609,915

小計  △471,599 △2,439,558

利息及び配当金の受取額  10,637 9,930

利息の支払額  △239,107 △129,192

法人税等の支払額  △25,557 △120,528

営業活動によるキャッシュ・フロー  △725,626 △2,679,349
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前連結会計年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（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）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・フロー    

有形固定資産の取得による支出  △267,471 △287,042

有形固定資産の売却による収入  4,772,551 4,025,622

無形固定資産の取得による支出  △6,434 △40,698

投資有価証券の取得による支出  △223,542 △5,765

投資有価証券の売却による収入  769,094 53,157

連結の範囲変更を伴う子会社株

式の取得による支出 
※２ △1,213,952 △2,656,277

連結の範囲変更を伴う子会社株

式の取得による収入 
※２ 18,325 ―

連結の範囲変更を伴う子会社株

式の売却による収入  
※３ ― 1,329,684

関係会社株式の売却による収入  ― 296,200

敷金保証金の払込による支出  △466,673 △831,868

敷金保証金の払戻しによる収入  278,243 433,335

その他  440,251 21,969

投資活動によるキャッシュ・フロー  4,100,391 2,338,317

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フロー    

短期借入金の純増減額  △7,202,685 △54,329

長期借入れによる収入  14,000 900,000

長期借入金の返済による支出  △1,044,107 △1,327,976

長期未払金の返済による支出  ― △948,952

新株予約権の発行による収入  210,000 ―

新株予約権の行使による収入  3,780,000 ―

優先株式の発行による収入  2,000,000 ―

普通株式の発行による収入  4,250,000 420,000

新株発行費の支出  △74,922 △2,887

社債の償還による支出  ― △403,750

自己株式の取得による支出  △6,242 △353

少数株主への配当金の支払額  ― △15,959

財務構造再編費用の支出  △263,200 ―

財務活動によるキャッシュ・フロー  1,662,842 △1,434,208

Ⅳ　現金及び現金同等物の増減額  5,037,607 △1,775,240

Ⅴ　現金及び現金同等物の期首残高  1,202,401 6,240,009

Ⅵ　連結除外に伴う現金及び現金同等物の

減少額
 ― △615,392

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高 ※１ 6,240,009 3,849,376
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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

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当連結会計年度は９期ぶりに当期純利益を計上いたし

ました。しかし、５期連続して営業損失を計上し、営業

活動によるキャッシュ・フローについても、連結キャッ

シュ・フロー計算書作成初年度（平成13年１月期）以降

連続してマイナスを計上しております。これにより当社

グループには継続企業の前提に関する重要な疑義が存在

しております。

当社グループは、平成17年５月31日に無議決権型優先

株式の割当（発行価額の総額20億円）と普通株式の割当

（発行価額の総額42億50百万円）ならびに新株予約権の

行使による資本増強策を実施し、債務超過の状況を解消

いたしました。また、資本準備金の取り崩しによる繰越

損失の一掃を予定しております。さらに、経営の刷新に

より以下のような業務改革を進めております。

① ブランドビジネスの強化のため、新組織に外部有識

者の意見を活用できるアドバイザリーボードを取り

入れ各ブランドに活性化プロジェクトを立ち上げ「常

に発信力のあるブランド」へと活性化を進めており

ます。

② 経営の効率化のため、オペレーションモデルの改革

を進め商品在庫の無駄をなくし、人員の削減、人事

制度改革を進め、本社、弁天商品センター、越谷寮

等の土地建物の資産売却による財務改善を進めまし

た。

③ 新規ビジネスへの参入を目指し、事業シナジーの見

込める株式会社ミナミ等の子会社化によるスポーツ

アパレル販売などを進めております。

このような運営により当該状況を解消する予定であり

ます。

連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

上記のような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映

しておりません。

当社グループは、前連結会計年度において９期ぶりに

当期純利益を計上したものの、営業損失、経常損失を計

上、キャッシュ・フローにおいても、営業キャッシュ・

フローの金額はマイナスでありました。

当連結会計年度におきましては、新規子会社の売上高

が加わったこともあり、連結売上高は46.2％増の大幅増

収とはなったものの、暖冬による商況の冷え込み等の影

響も受け、営業損失、経常損失を計上することとなり、

また特別損失として減損損失等を計上した結果、当期純

損失を計上することとなりました。またキャッシュ・フ

ローにおいても、営業キャッシュ・フローの状況は、平

成13年１月期以降マイナスの状況が続いております。こ

れにより、当社グループには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。

この状況に対応するために、当社におきましては、前

連結会計年度より財務面及び事業運営面において、以下

の諸施策を実施しております。

すなわち、まず財務面では前連結会計年度におきまし

て、財務内容の抜本的な改善を図るため、無議決権型優

先株式の割当（発行価額の総額　20億円）や普通株式の

第三者割当（発行価額の総額　42億50百万円）を実施す

るとともに、新株予約権の行使が進んだ結果、大幅な資

本増強を行うことができました。また、資金負担を減ら

すために在庫水準の適正化を図りました。

一方、事業運営面では、当社は従来の委託販売中心の

ビジネスモデルから、消化販売を主としたＳＰＡ型ビジ

ネスモデルへの移行期にあり、抜本的なオペレーション

の改革と仕入体制の強化を進めております。今後も以下

の施策を継続実行、創意工夫していくなかで、営業利益

率の改善を図っていく所存です。

・海外生産比率の拡大と仕入先の絞込みによる原価率の

　　引き下げ

・「52週ＭＤ計画」（適正な仕入及び販売計画）の遂行

・不採算のブランドの撤退を含む事業の選択と集中

・再生に向けたインフラ整備（人材強化、ＳＰＡモデル

　　の推進、ブランドの強化）

さらに、当社グループにおいても、上記の事業運営上

の諸施策を有機的かつ着実に推進することにより、当該

状況を解消する予定であります。

なお、連結財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、上記のような重要な疑義の影響を連結財務諸表

には反映しておりません。
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前連結会計年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１ 連結の範囲に関する事項 子会社10社の全てを連結子会社としており

ます。

以下の子会社９社全てを連結子会社として

おります。

連結子会社の名称

株式会社グッドタイム、株式会社グ

レース南部、株式会社ファミリーウ

ェイ、株式会社ジェーエヌジェー、

株式会社コスギファッションネット、

株式会社新潟コスギニット、株式会

社栃木コスギニット、株式会社タガ

ラ、有限会社ニーズ、株式会社ミナ

ミ 

株式会社グレース南部

株式会社ファミリーウェイ

株式会社ジェーエヌジェー

株式会社新潟コスギニット

株式会社タガラ

有限会社ニーズ

株式会社ミナミ

株式会社ツー・アンド・ワン

株式会社ニックス・トーキョー

株式会社タガラは平成17年７月29日に

株式の取得により、有限会社ニーズは

同年８月31日に出資持分の全てを取得

したことにより、株式会社ミナミは同

年11月30日に株式の全てを取得したこ

とにより、当連結会計年度から連結の

範囲に含めることといたしました。

連結子会社であった株式会社トレイン

は、清算を結了したため、上記の連結

子会社に含んでおりませんが、清算結

了までの期間の損益は、連結損益計算

書に含まれております。

※　当連結会計年度より、新たに連結の

　　範囲に含めている子会社

（株式取得による）

・株式会社コージツ

・株式会社コージツフィッシング

・株式会社ツー・アンド・ワン

（新規設立による）

・株式会社ニックス・トーキョー

※　当連結会計年度中に連結の範囲から

　　除外した子会社

（清算結了による）　

・株式会社グッドタイム

（株式譲渡による）

・株式会社コスギファッションネット

・株式会社栃木コスギニット

（第三者割当増資による持分比率の低下

　による）

・株式会社コージツ

・株式会社コージツフィッシング

なお、上記の５社については、清算結了

もしくは株式譲渡等までの期間の損益を、

連結損益計算書に含めております。

２ 持分法の適用に関する事項 関連会社がないため持分法の適用はあり

ません。

・持分法を適用した関連会社

株式会社コージツ

平成18年２月14日付で当社の同社に対す

る公開買付により、連結子会社に含めて

おりましたが、その後平成19年１月17日

の同社における第三者割当増資の実施に

より、当社の同社に対する持株比率が低

下したことから、当連結会計年度末にお

いては当社の持分法適用関連会社となっ

ております。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

３ 連結子会社の事業年度等に

関する事項

(1) 連結子会社のうち、株式会社グッドタ

イム、株式会社ファミリーウェイ、株

式会社ジェーエヌジェー、株式会社コ

スギファッションネット、株式会社新

潟コスギニット、株式会社栃木コスギ

ニット、株式会社タガラ、有限会社ニ

ーズ及び株式会社ミナミの決算日は当

社と同一（１月31日）であります。

(1）当社と同一（1月31日）の連結子会社

株式会社ファミリーウェイ

株式会社ジェーエヌジェー

株式会社新潟コスギニット

株式会社タガラ

有限会社ニーズ

株式会社ツー・アンド・ワン

株式会社ニックス・トーキョー

(2）連結子会社株式会社グレース南部の決

算日は12月31日であります。連結財務

諸表の作成に当たっては、12月31日現

在の決算財務諸表を使用しております。

 (2）当社と異なる連結子会社

株式会社グレース南部（12月31日)

連結財務諸表の作成に当たっては、

同社の決算財務諸表を使用し、連結

決算日との間に生じた重要な取引に

ついては、連結上必要な調整を行っ

ております。

 株式会社ミナミ（10月31日）

連結財務諸表の作成に当たっては、

連結決算日に仮決算しております。

４ 会計処理基準に関する事項 (1）重要な資産の評価基準及び評価方法

有価証券

その他有価証券

時価のあるもの 

連結会計年度末日の市場価格等

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）

によっております。

(1）重要な資産の評価基準及び評価方法

①　有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

連結会計年度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）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により

評価しております。ただし、投

資事業有限責任組合及びこれに

類する組合への出資については、

当該組合の財産の持分相当額を

計上しております。

時価のないもの

移動平均法による原価法により評

価しております。

デリバティブ

時価法によっております。

②　デリバティブ

同左

たな卸資産

主として最終仕入原価法に基づく原

価法によっておりますが、季越商品

については販売可能価額まで評価減

を実施し売上原価に算入しておりま

す。

③　たな卸資産

主として最終仕入原価法による原

価法によっておりますが、季越商

品については販売可能価額まで評

価減を実施し、これによる評価減

は売上原価に算入しております。

 当期評価損計上額

430,576千円

ただし、一部の子会社については、

総平均法に基づく原価法、売価還

元法に基づく原価法を採用してお

ります。
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

当社の建物及び構築物の一部

定額法

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法

①　有形固定資産

同左

 

平成10年４月１日以降に取得した

建物　　　　　　　　　　　定額法

 

上記以外の有形固定資産　　定率法  

なお、主な耐用年数は以下の通りで

あります。

建物及び構築物  　　　　 3～50年

 

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

③ 長期前払費用　　　　　

定額法を採用しております。

ただし、償却年数については、法人

税法に規定する方法と同一の基準に

よっております。

③　長期前払費用

同左

(3) 繰延資産の処理方法

新株発行費は支払時に全額費用処理し

ております。 

(3) 繰延資産の処理方法

株式交付費は支払時に全額費用処理し

ております。

(4) 重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

債権の貸倒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を勘案し、

回収不能見込額を計上しております。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

同左

②　返品調整引当金

連結会計年度末日後に予想される販

売した商品の返品による損失に備え

るため、連結会計年度末前２ヵ月間

の売上高及び返品の実績率等を基に

して算出した損失見込額を計上して

おります。

②　返品調整引当金

同左

③　賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出

に充てるため、支給見込額に基づき

計上しております。

③　賞与引当金

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

④　退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当

連結会計年度末における退職給付債

務及び年金資産の見込額に基づき、

当連結会計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。

過去勤務債務は、その発生時の従業

員の平均残存勤務期間以内の一定の

年数（10年）による定額法により発

生年度から費用処理をすることとし

ております。

数理計算上の差異は、各期の発生時

における従業員の平均残存勤務期間

以内の一定の年数（10年）による定

額法により按分した額をそれぞれ発

生の翌期から費用処理をすることと

しております。

④　退職給付引当金

同左

⑤　役員退職金引当金

役員退職慰労金の支出に備えるため、

内規に基づく連結会計年度末要支給

額を計上しております。

⑤　　　　　―――――

 

⑥　ポイント引当金

ポイントカードにより顧客に付与し

たポイントの使用に備えるため、連

結会計年度末において将来使用され

ると見込まれる額を計上しておりま

す。

⑥　ポイント引当金

ポイントカードにより顧客に付与し

たポイントの使用に備えるため、当

連結会計年度末において将来使用さ

れると見込まれる額を計上しており

ます。

 　　　　　―――――

 

⑦　係争損失引当金

係争に対する損失に備えるため、損

失見込額を計上しております。

(5) 外貨建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連結会計年度

末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）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への

換算基準

同左

(6) 重要なリース取引の処理方法

リース物件の所有権が借主に移転する

と認められるもの以外のファイナン

ス・リース取引については、通常の賃

貸借取引に係る方法に準じた会計処理

によっております。

(6）重要なリース取引の処理方法

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

(7) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法

原則として繰延ヘッジ処理によって

おります。

ただし、金利スワップ取引について

は、特例処理の要件を満たしている

場合は特例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…金利スワップ取引

・ヘッジ対象…借入金の利息

②　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

③ ヘッジ方針

当社は、金利相場の変動に伴うリス

クをヘッジする目的でデリバティブ

取引を利用する方針であり、短期的

な売買差益を獲得する目的（トレー

ディング目的）や投機目的のために、

単独でデリバティブ取引を利用する

ことはしない方針です。また、デリ

バティブ取引についての基本方針は

取締役会で決定され、金利スワップ

取引の実行及び管理は経理部が行っ

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

金利スワップ取引においては、原則

として、ヘッジ開始時から有効性判

定時点までの期間において、ヘッジ

対象のキャッシュ・フローの変動の

累計額とヘッジ手段のキャッシュ・

フローの変動の累計額とを比較し、

その比率を基礎に判断しております

が、特例処理の要件に該当すると判

定される場合については有効性の判

定を省略しております。

④　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(8) 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

抜方式を採用しております。

(8）消費税等の会計処理

同左
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項目
前連結会計年度

（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

５ 連結子会社の資産及び負債

の評価に関する事項

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、

全面時価評価法によっております。

 同左 

６ 連結調整勘定の償却に関す

る事項

連結調整勘定の償却については、その金

額が僅少の場合を除き発生日以後５年間

で均等償却しております。

連結調整勘定の償却については、効果の

発現する期間を合理的に見積もりできる

ものはその見積り期間に応じて、5年～20

年間で均等償却しております。但し金額

が僅少なものについては、発生時に一括

償却しております。 

７ 利益処分項目等の取扱いに

関する事項

連結剰余金計算書は連結会計年度中に確

定した連結会社の利益処分等に基づいて

作成しております。

―――――― 

８ 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金の範囲

連結キャッシュ・フロー計算書における

資金（現金及び現金同等物）は、手許現

金、随時引き出し可能な預金及び容易に

換金可能であり、かつ、価値の変動につ

いて僅少なリスクしか負わない取得日か

ら３ヶ月以内に償還期限の到来する短期

投資からなっております。

同左
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

────── １　固定資産の減損に係る会計基準

当連結会計年度より「固定資産の減損に係る会計

基準」（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に

関する意見書」（企業会計審議会　平成14年8月9日）

及び「固定資産の減損に係る会計基準の適用指針）

（企業会計基準委員会　平成15年10月31日　企業会

計基準適用指針第6号）を適用しております。

これにより、税金等調整前当期純損失は、

1,281,474千円増加しております。

なお、減損損失累計額については、改正後の連結

財務諸表規則に基づき各資産の金額から直接控除し

ております。

 ２　貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準

当連結会計年度より、「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平

成17年12月9日　企業会計基準第5号）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　平成17年12月9日企業

会計基準適用指針第8号）を適用しております。

なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会

計年度における貸借対照表の純資産の部については、

改正後の連結財務諸表規則により作成しております。

３　ストック・オプション等に関する会計基準

当連結会計年度より、「ストック・オプション等

に関する会計基準」（企業会計基準第8号　平成17年

12月27日）及び「ストック・オプション等に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第11

号　平成18年5月31日）を適用しております。

なお、この変更に伴う損益への影響はありません。

表示方法の変更

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

 ―――――― １　貸借対照表関係

前連結会計年度まで「無形固定資産」の「その他」に

含めて表示していました「連結調整勘定」（借方）は、

重要性が増したため、当連結会計年度より区分掲記し

ております。

なお、前連結会計年度末の「連結調整勘定」（借方）

は41,000千円であります。

２　損益計算書関係

繰延資産の会計処理に関する当面の取扱いの適用に伴

い、前連結会計年度において新株発行費として掲記さ

れていたものは、当連結会計年度より株式交付費とし

て表示しております。 
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追加情報

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

外形標準課税制度の導入 

「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日以降に開始する連結会計年度より外形標準課税制度

が導入されたことに伴い、当連結会計年度から「法人事

業税における外形標準課税部分の連結損益計算書上の表

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30,562千円増加し、

営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失がそれ

ぞれ同額増加しております。

──────
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度
（平成18年１月31日）

当連結会計年度
（平成19年１月31日）

※１　土地の再評価

「土地の再評価に関する法律」（平成10年３月31日

公布　法律第34号）及び「土地の再評価に関する法

律の一部を改正する法律」（平成13年３月31日公布

　法律第19号）に基づき事業用土地の再評価を行い

「土地再評価差額金」を資本の部に計上しておりま

す。

※１　　　　　　　──────

再評価を行った年月日　　　　平成14年１月31日

再評価の方法

「土地の再評価に関する法律施行令」（平成10年３

月31日公布　政令119号）第２条第３号に定める固

定資産税評価額に合理的な調整を行って算定する方

法及び第４号に定める地価税の課税価格の基礎とな

る土地の価格の算定方法に合理的な調整を行って算

出する方法によって算出しております。

なお、同法律第10条に定める再評価を行った事業用

土地の当連結会計年度末における時価の合計額は当

該事業用土地の再評価後の帳簿価格の合計額を

210,978千円下回っております。

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

定期預金 876,679千円

売掛金  49,358千円

たな卸資産 604,263千円

建物 1,359,081千円

土地 470,342千円

投資有価証券 750,732千円

敷金保証金  781,905千円

計 4,892,362千円

定期預金        877,255千円

投資有価証券        647,015千円

計    1,524,271千円

は、買掛金1,279千円及び長期借入金280,300千円

（うち一年内返済長期借入金208,300千円）の担保

に供しております。

は、買掛金13,185千円及び長期借入金640,494千円

（うち一年内返済長期借入金318,712千円）の担保

に供しております。

  ３　受取手形割引高                    723,732千円   ３　受取手形割引高                   684,862千円

※４　発行済株式総数 普通株式 140,500,000株

 Ａ種優先株式 100,000株

 Ｂ種優先株式 100,000株

 ※４　　　　　　　　──────

※５　連結会社が保有する提出会社の株式の数 ※５　　　　　　　　──────

普通株式 39,230株
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

※１　主要な費目及び金額は次のとおりであります。 ※１　主要な費目及び金額は次のとおりであります。

荷造運賃及び物流諸掛 1,143,620千円

広告宣伝費 686,890千円

給料諸手当 2,240,803千円

賞与金 139,358千円

賞与引当金繰入額 48,178千円

退職給付費用 200,271千円

役員退職金引当金繰入額 8,180千円

派遣社員費 3,433,950千円

賃借料 715,028千円

減価償却費 274,712千円

荷造運賃及び物流諸掛     1,415,294千円

広告宣伝費      1,112,980千円

給料諸手当      3,545,521千円

賞与金  234,474千円

賞与引当金繰入額      46,931千円

退職給付費用      196,195千円

派遣社員費      3,376,946千円

賃借料     1,975,639千円

減価償却費     424,912千円

※２　固定資産売却益 ※２　固定資産売却益

主に中央区日本橋堀留町及び大阪市港区の土地・建

物等の売却に伴うものであります。

主に埼玉県北葛飾郡松伏町の土地・建物の売却に伴

うものであります。 

※３　　　　　　　 ──────　 ※３　関係会社株式売却益 

 ㈱コスギファッションネットの株式譲渡に伴うもの

であります。

※４　　　　　　　 ────── ※４　減損損失 

当社グループは、減損損失の算定に当たっては

キャッシュ・フローを生み出す最小単位として、当

社においては事業部別の管理会計上の区分により、

子会社については各会社別に資産のグルーピングを

行っております。

また、遊休資産等については当該資産単位にて同じ

くグルーピングを行っております。

 このグルーピング後の保有資産について、

・業績の回復が進まないこと

・遊休資産については、時価の下落が継続的である

こと

・電話加入権については、換金性に乏しいこと

などの諸要因に鑑み、当事業年度において以下の資

産グループについて、帳簿価額を回収可能価額まで

減額し、その減少額を減損損失（1,281,474千円）

として、特別損失に計上しております。

場所 用途 種類

東京都ほか 店舗用什器 
建物

器具及び備品ほか 

本店及び事業所 事務機器等 
電話加入権

リース資産　等  

埼玉県ほか 遊休資産 土地 

（注）キャッシュ・フローの黒字が継続的に見込める事

業単位での使用分は除いております。     
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前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

 なお、計上額の内訳は以下のとおりであります。

科目 金額

建　　物 444,896

構築物 1,696

機械装置 7

器具及び備品 343,377

土     地 57,779

電話加入権 82,620

ソフトウエア 61,592

長期前払費用 35,446

リース資産 254,056

計 1,281,474

上表の金額算定において、土地の回収可能価額は固定

資産評価額に基づいております。

※５　　　　　　　────── ※５　関係会社株式売却損 

㈱コージツ株式の一部売却及び㈱栃木コスギニット

株式の譲渡に係るものであります。

※６　　　　　　　────── ※６　持分変動損失 

㈱コージツの第三者割当増資に伴う、当社の同社株

式持分の変動によるものであります。

※７　投資有価証券評価損

　　　主にゴルフ会員権に係るものであります。

 

※７　投資有価証券評価損

主に㈱タスコシステム株式に係るものであります。

　

※８　固定資産除却損 ※８　固定資産除却損

器具及び備品 67,239千円

その他 11,929千円

計 79,169千円

器具及び備品 69,481千円

その他 56,991千円

計 126,473千円

※９　固定資産売却損

主に越谷市の土地・建物等の売却に伴うものであり

ます。 

※９　固定資産売却損

主に建物等の売却に伴うものであります。 

※10　本社及び商品センター移転費用

本社及び商品センター移転費用の内訳は次のとおり

であります。

※10　本社及び商品センター移転費用

㈱ツー・アンド・ワンにおける事務所等の移転によ

るものであります。

器具及び備品除却損 6,846千円

引越・移設・運搬費用等 27,805千円

計 34,651千円

※11　前期損益修正損

主に過年度のゴルフ会員権入会金(7,800千円)の修

正であります。

※11　前期損益修正損

㈱グレース南部及び㈱ミナミにおける仕入先との取

引金額の修正によるものであります。
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前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

※12　財務構造再編費用

当社の資本増強策を実行するにあたり、①経営改善

に関する資本・負債構造の再編を中心とした財務構

造改善スキームの策定、②資本提携先の発掘、交渉

及び実行、③取引金融機関との交渉への助言、調整

等のアドバイザリー業務にかかる支出であります。

※12　　　　　　　　──────

 

※13　早期退職措置関連損失

早期退職措置関連損失は、早期退職特別優遇措置に

よる退職者への特別退職金等であり、内訳は次のと

おりであります。

※13　早期退職措置関連損失

㈱ミナミにおける、早期退職特別優遇措置による

退職者への特別退職金であります。 

 

特別退職金 137,459千円

再就職関連費用 18,670千円

計 156,129千円
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（連結剰余金計算書関係及び連結株主資本等変動計算書関係）

連結剰余金計算書関係

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

※１　連結貸借対照表上の土地勘定残高を、連結グループ

内での当初取得価額で表示するための剰余金の減額

であります。

連結株主資本等変動計算書関係

当連結会計年度（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並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項

前連結会計年度末株
式数（株）

当連結会計年度
増加株式数（株）

当連結会計年度
減少株式数（株）

当連結会計年度末株
式数（株）

発行済株式

普通株式 140,500,000 7,000,000 ― 147,500,000

Ａ種優先株式 100,000 ― ― 100,000

Ｂ種優先株式 100,000 ― ― 100,000

合計 140,700,000 7,000,000 ― 147,700,000

自己株式

普通株式 39,230 2,846 ― 42,076

合計 39,230 2,846 ― 42,076

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項

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

新株予約権の目的となる株式の数（株） 
当連結会計
年度末残高
（千円）

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社

平成17年4月

新株予約権（注）１
普通株式 7,000,000 ― 7,000,000 ― ―

ストック・オプションとして

の新株予約権
―――――― ―

連結子会社 ――― ―――――― ―

合計 ――――――  

 （注）1　新株予約権の当連結会計年度における減少は、行使による減少であります。

３．配当に関する事項

 　該当事項はありません。
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

現金及び預金勘定の金額と現金及び現金同等物の期

末残高は一致しております。

※１　現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

掲記されている科目の金額との関係

同左

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と

取得のための収入(純額)との関係は次のとおりであ

ります。 

※２　株式の取得により新たに連結子会社となった会社の

資産及び負債の主な内訳

株式の取得により新たに連結したことに伴う連結開

始時の資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と

取得のための支出(純額)との関係は次のとおりであ

ります。 

株式会社タガラ(平成17年7月31日現在) 株式会社コージツ(平成17年11月30日現在)

流動資産 267,756千円

固定資産 89,366千円

流動負債 △357,094千円

固定負債 － 

連結調整勘定 △25千円

少数株主持分 △2千円

株式会社タガラの取得価額 1千円

株式会社タガラの現金及び

現金同等物

△18,326千円

差引：株式会社タガラの取得に

よる収入

18,325千円

流動資産 1,948,836千円

固定資産 2,927,534千円

流動負債   △2,114,372千円

固定負債 △1,240,551千円

連結調整勘定   1,704,575千円

少数株主持分  △610,777千円

株式会社コージツ株式の

取得価額
2,615,244千円

株式会社コージツの現金

及び現金同等物

△283,987千円

差引：株式会社コージツの

　　　取得による支出

2,331,256千円

有限会社ニーズ(平成17年8月31日現在) 株式会社ツー・アンド・ワン(平成18年５月31日現在)

流動資産 42,215千円

固定資産 3,418千円

流動負債 △57,336千円

固定負債 △24,025千円

連結調整勘定 44,728千円

有限会社ニーズの取得価額 9,000千円

有限会社ニーズの現金及び現金

同等物

△477千円

差引：有限会社ニーズの取得に

よる支出

8,522千円

流動資産 1,372,120千円

固定資産 415,286千円

流動負債 △668,947千円

固定負債 △581,175千円

連結調整勘定 162,715千円

株式会社ツー・アンド・ワン株

式の取得価額
700,000千円

株式会社ツー・アンド・ワンの

現金及び現金同等物

△374,979千円

差引：株式会社ツー・アンド・

ワンの取得による支出

325,020千円

株式会社ミナミ(平成17年11月30日現在)  

流動資産 2,695,538千円

 固定資産 2,453,809千円

 流動負債 △1,312,370千円

 固定負債 △1,485,247千円

連結調整勘定 △651,690千円

株式会社ミナミの取得価額 1,700,039千円

株式会社ミナミの現金及び現金

同等物

△494,609千円

差引：株式会社ミナミの取得に

よる支出

1,205,429千円

－ 34 －



前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

※３　　　　　　　　―――――  ※３　株式の売却により、連結子会社でなくなった会社の

　　　 資産及び負債の主な内訳

株式の売却により、以下の会社が連結子会社でなく

なったことに伴う、売却時の資産及び負債の内訳並

びに株式の売却価額と売却による収入（純額）との

関係は、次のとおりであります。 

 株式会社コスギファッションネット

(平成18年９月30日現在)  

流動資産 133,589千円

固定資産 5,029千円

流動負債 △105,807千円

固定負債 △1,431千円

株式売却益  1,318,620千円

株式会社コスギファッション

ネット株式の売却価額
1,350,000千円

株式会社コスギファッション

ネットの現金及び現金同等物

△11,532千円

差引：株式会社コスギファッ

ションネットの売却によ

る収入

1,338,467千円

 株式会社栃木コスギニット(平成18年12月31日現在) 

流動資産 25,728千円

固定資産 3,920千円

流動負債   △25,660千円

固定負債 －千円

株式売却損  △3,987千円

株式会社栃木コスギニット

株式の売却価額
0千円

株式会社栃木コスギニットの現

金及び現金同等物

△8,783千円

差引：株式会社栃木コスギニッ

トの売却による支出

8,783千円
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（リース取引関係）

 　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。

（有価証券関係）

前連結会計年度（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31日）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

株式 685,980 983,572 297,592

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

株式 21,851 15,599 △6,252

合計 707,831 999,172 291,340

２　当連結会計年度に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

769,094 270,743 ―

３　時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券

非上場株式                    　　　　　　　　　　　40,176千円

投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資　　10,600千円

　（注）１ 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、

投資有価証券評価損18,500千円を計上しております。

２ 減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価の取得原価に対する下落率が50％以上の銘柄につ

いては減損処理を行っております。
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当連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

有価証券

１　その他有価証券で時価のあるもの

区分 取得原価（千円）
連結貸借対照表計上額

（千円）
差額（千円）

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えるもの
   

株式 299,839 520,701 220,861

連結貸借対照表計上額が取得原価

を超えないもの
   

株式 249,679 179,819 △69,859

合計 549,519 700,521 151,002

２　当連結会計年度に売却したその他有価証券

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円）

53,158 20,894 －

３　時価評価されていない主な有価証券

その他有価証券

非上場株式　　　　　　　　　　　　　　　　　　27,618千円

　（注）１ 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、当連結会計年度において減損処理を行い、

投資有価証券評価損177,199千円を計上しております。

　　　　２ 減損処理にあたっては、連結会計年度末における時価の取得原価に対する下落率が50％以上の銘柄につい

ては減損処理を行っております。

（デリバティブ取引関係）

　　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。
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（退職給付関係）

前連結会計年度（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31日）

１　採用している退職給付制度の概要

当社グループは、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を採用しております。

２　退職給付債務に関する事項

①　退職給付債務 △1,541,246千円

②　年金資産 109,949千円

③　未積立退職給付債務（①＋②） △1,431,297千円

④　未認識数理計算上の差異 320,615千円

⑤　未認識過去勤務債務 △189,135千円

⑥　連結貸借対照表計上額純額（③＋④＋⑤） △1,299,816千円

⑦　前払年金費用 －千円

⑧　退職給付引当金（⑥－⑦） △1,299,816千円

　（注）　一部の子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３　退職給付費用に関する事項

①　勤務費用 133,831千円

②　利息費用 33,145千円

③　期待運用収益 △11,358千円

④　過去勤務債務の費用処理額 △23,641千円

⑤　数理計算上の差異の費用処理額 72,956千円

⑥　退職給付費用 204,932千円

　（注）　簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用は「①　勤務費用」に計上しております。

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 1.5％

③　期待運用収益率 2.0％

④　数理計算上の差異の処理年数 10年

⑤　過去勤務債務の処理年数 10年
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当連結会計年度（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

当社グループは、確定給付型の制度として、適格退職年金制度及び退職一時金制度を採用しております。

２　退職給付債務に関する事項

①　退職給付債務 △1,364,056千円

②　年金資産 94,252千円

③　未積立退職給付債務（①＋②） △1,269,804千円

④　未認識数理計算上の差異 261,098千円

⑤　未認識過去勤務債務 △165,493千円

⑥　連結貸借対照表計上額純額（③＋④＋⑤） △1,174,198千円

⑦　前払年金費用  －千円

⑧　退職給付引当金（⑥－⑦） △1,174,198千円

（注）一部の子会社は退職給付債務の算定にあたり、簡便法を採用しております。

３　退職給付費用に関する事項

①　勤務費用 137,329千円

②　利息費用 19,014千円

③　期待運用収益 △2,199千円

④　過去勤務債務の費用処理額 △23,641千円

⑤　数理計算上の差異の費用処理額 66,926千円

⑥　退職給付費用 197,429千円

（注）簡便法を採用している連結子会社の退職給付費用(1,234千円)を「①　勤務費用」に含めて計上し

ております。

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 1.5％

③　期待運用収益率 2.0％

④　数理計算上の差異の処理年数 10年

⑤　過去勤務債務の処理年数 10年
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（ストック・オプション等関係）

 　ＥＤＩＮＥＴにより開示を行うため、記載を省略しております。

（税効果会計関係）

前連結会計年度
（平成18年１月31日）

当連結会計年度
（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

(1）繰延税金資産 (1）繰延税金資産

繰越欠損金 6,430,520千円

たな卸資産 347,375千円

貸倒引当金 343,700千円

返品調整引当金 82,503千円

退職給付引当金 528,333千円

役員退職金引当金 8,951千円

その他 388,593千円

繰延税金資産小計 8,129,978千円

  

評価性引当額 △6,059,940千円

繰延税金資産合計 2,070,038千円

繰越欠損金 4,237,705千円

たな卸資産 269,772千円

貸倒引当金 69,498千円

返品調整引当金 64,700千円

ポイント引当金 60,290千円

退職給付引当金  477,781千円

減損損失 555,070千円

その他 407,206千円

繰延税金資産小計 6,142,025千円

  

評価性引当額 6,117,275千円

繰延税金資産合計 24,750千円

(2）繰延税金負債 (2）繰延税金負債

未払金（連結時価評価） △2,477,702千円

土地（連結時価評価） △27,197千円

その他有価証券評価差額金 △120,352千円

繰延税金負債合計 △2,625,252千円

  

繰延税金負債の純額 △555,214千円

子会社債務減少予定額 380,707千円

土地（連結時価評価）       －千円

その他有価証券評価差額金 61,443千円

繰延税金負債合計    442,151千円

  

繰延税金負債の純額 417,400千円

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 40.69％ 法定実効税率 40.69％

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異については、税金等調整前当期純損失が計上

されているため記載しておりません。

法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異については、税金等調整前当期純損失が計上

されているため記載しておりません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

(ア)　前連結会計年度（自平成17年２月１日　至平成18年１月31日）

全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計額に占める「各種繊維二次製品の製造及び販売」の割合

がいずれも90％を超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。

(イ)　当連結会計年度（自平成18年２月１日　至平成19年１月31日）

カジュアル
ウエア販売　

　　

スポーツ
用品販売

計
消去又は
全社 

連結

Ⅰ　売上高及び営業損益     

(1）外部顧客に対する売上高 23,935,031 13,438,098 37,373,129 － 37,373,129

(2）セグメント間の内部売上高

または振替高
9,828 10,799 20,627 △20,627 －

計 23,944,860 13,448,897 37,393,757 △20,627 37,373,129

営業費用 25,228,819 13,954,898 39,183,717 △20,732 39,162,985

営業利益または損失（△） △1,283,959 △506,000 △1,789,960 104 △1,789,855

Ⅱ　資産、減価償却費、減損損失、及

び資本的支出
     

資産 16,641,210 2,798,816 19,440,027 △1,884,521 17,555,504

減価償却費 247,306 201,494 448,800 － 448,800

減損損失 734,970 546,503 1,281,474 － 1,281,474

資本的支出 138,958 304,399 443,358 － 443,358

　　　（注）各区分の主な製品は、次のとおりとなっております。

・カジュアルウエア販売

紳士外着、婦人外着、子供服、肌着・ナイティなど

・スポーツ用品販売

登山用品、釣用品、スキー・スノーボードほか各種アウトドア用品及び各種スポーツ用品など

 

 

ｂ．所在地別セグメント情報

前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額に

占める「本邦」の割合がいずれも90％を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しておりま

す。

ｃ．海外売上高

前連結会計年度及び当連結会計年度ともに、海外売上高が、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高

の記載を省略しております。
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関連当事者との取引

前連結会計年度（自　平成17年２月１日　至　平成18年１月31日）

兄弟会社等 

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
(被所有）
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

親会社の

孫会社 
三生興産㈱

静岡県

伊東市
490

不動産賃

貸業等
－ － 投資先

資金の投資 540
投資有

価証券
10

資金の受入 1,070 前受金 540

当連結会計年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

親会社等

属性
会社等の
名称

住所
資本金又
は出資金
(百万円)

事業の内
容又は職
業

議決権等
の所有
(被所有）
割合
（％）

関係内容

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員の
兼任等
（人）

事業上
の関係

親会社等 
ジェイ・

ブリッジ㈱
東京都港区 8,665 投資事業 39.48 1

資金の

援助

資金の借入 2,920
短期

借入金
―

利息の支払 8
未払

費用
―

投資有価証券

の売却
10

未収

入金
10
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（１株当たり情報）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（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 34.01円

１株当たり当期純利益 3.77円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  3.27円

１株当たり純資産額 25.07円

１株当たり当期純損失 　9.79円

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は当期純損失が計上されているため、記載しておりま

せん。 

１株当たり当期純利益の算定上の基礎 １株当たり当期純利益の算定上の基礎

連結損益計算書上の当期純利益 359,877千円

普通株式に係る当期純利益 341,626千円

連結損益計算書上の当期純損失 1,404,810千円

普通株式に係る当期純損失 　　1,436,650千円

普通株主に帰属しない金額の主要な内訳 普通株主に帰属しない金額の主要な内訳

優先株式に対する優先配当金のうち

当連結会計年度に係る要支払額
18,251千円

優先株式に対する優先配当金のうち

当連結会計年度に係る要支払額
31,840千円

普通株式の期中平均株式数 90,639,122株 普通株式の期中平均株式数 146,749,832株

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

当期純利益調整額 －千円

普通株式増加数 13,733,873株

 (うち、新株予約権） (13,733,873株)

当期純利益調整額 －千円

普通株式増加数 　　　　　　　  －株

 (うち、新株予約権） 　　　　　　　　－株

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

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

Ａ種優先株式（100,000株）

Ｂ種優先株式（100,000株）

Ａ種優先株式　　　　　　 （100,000株）

Ｂ種優先株式             （100,000株）

第2回ストックオプション（3,018,000株）

第2回ストックオプション（2,000,000株）

第4回ストックオプション（　339,000株）

（重要な後発事象）

前連結会計年度
（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

当連結会計年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

　平成17年12月27日開催の当社取締役会において、株式会

社コージツ（JASDAQ上場）の株式に対する公開買い付けの

開始を決議し、平成18年１月16日から実施してまいりまし

たが、同年２月６日をもって終了いたしました。その結果、

同年２月14日付で株式会社コージツは当社の議決権比率が

60.26%となり子会社となりました。 

１．連結子会社への事業の一部譲渡

当社は、平成18年12月15日開催の取締役会決議に基づき

当社グループとして事業領域の拡充と魅力的な商品展開

を推進するため、平成19年2月1日付にて当社のスポーツ

ウエア事業部門を連結子会社である株式会社ツー・アン

ド・ワンに事業譲渡いたしました。なお、この事業譲渡

に係る資産の譲渡価額は、301,253千円であります。

２．当社株式の公開買付に対する賛同

当社は、平成19年３月22日開催の当社取締役会において、

以下の公開買付者による当社株式の公開買付けに

ついて賛同の意を表明することを決議いたしました。

名　　称：レゾン投資事業有限責任組合

内　　容：投資事業

所 在 地：東京都千代田区大手町一丁目7番2号
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５．仕入及び販売の状況
(1）仕入実績

 （単位　千円）

部門別

前連結会計年度 当連結会計年度

対前期増減
自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日

自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日

金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 率（％）

紳士外着 5,207,589 41.9 6,318,677 29.6 1,111,088 21.3

婦人外着 3,831,333 30.8 4,435,075 20.8 603,742 15.8

子供外着 922,444 7.4 722,490 3.4 △199,954 △21.7

肌着・ナイティ 1,186,614 9.5 960,226 4.5 △226,388 △19.1

その他の衣料品 536,329 4.3 1,742,834 8.2 1,206,505 225.0

その他　小物雑貨 762,580 6.1 7,156,747 33.5 6,394,167 838.5

合計 12,446,889 100.0 21,336,049 100.0 8,889,160 71.4

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）販売実績

 （単位　千円）

部門別

前連結会計年度 当連結会計年度

対前期増減
自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日

自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日

金額 構成比（％） 金額 構成比（％） 金額 率（％）

紳士外着 11,236,138 44.0 11,684,715 31.3 448,577 4.0

婦人外着 7,710,573 30.2 8,293,002 22.2 582,429 7.6

子供外着 1,546,193 6.0 1,175,616 3.1 △370,577 △24.0

肌着・ナイティ 1,920,754 7.5 1,487,182 4.0 △433,572 △22.6

その他の衣料品 1,337,263 5.2 2,847,113 7.6 1,509,850 112.9

その他　小物雑貨 1,814,380 7.1 11,885,501 31.8 10,071,121 555.0

合計 25,565,301 100.0 37,373,129 100.0 11,807,828 46.2

　（注）　上記金額には、消費税等は含まれておりません。
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