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１．平成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 （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 21,105 △6.3 △877 － △866 －

18年1月期 22,518 △7.4 △490 － △558 －

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 △612 － △4 39 － － △9.3 △5.5 △4.1

18年1月期 297 － 3 08 2 68 18.7 △3.5 △2.5

（注）①期中平均株式数 19年1月期  146,749,832 株 18年1月期 90,639,122 株

②会計処理の方法の変更 無

③売上高、営業利益、経常利益、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

19年1月期 15,359 6,479 42.2 30 04

18年1月期 16,286 6,736 41.4 33 59

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

②期末自己株式数 19年1月期 42,076 株 18年1月期 39,230 株

２．平成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

百万円 百万円 百万円

中間期 9,250 130 △290

通　期 20,780 520 100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　０円46銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円）

第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 その他 年間

18年1月期 － － － － － －

19年1月期 － － － － － －

20年1月期（予想） － － － － － －

 

 

※　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。

－ 45 －



６．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）
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  4,661,872   2,874,772   

２　受取手形   123,798   25,518   

３　売掛金   2,473,095   2,532,152   

４　商品   2,074,950   2,490,995   

５　前払費用   25,165   43,501   

６  短期貸付金 ※６  632,900   584,314   

７　その他 ※６  245,583   392,835   

８　貸倒引当金   △34,517   △336,624   

流動資産合計   10,202,849 62.7  8,607,467 56.0 △1,595,382

Ⅱ　固定資産         

１　有形固定資産         

(1)　建物 ※２ 2,085,692   46,218    

減価償却累計額  △571,980 1,513,711  △34,782 11,435   

(2)　構築物  61,846   159    

減価償却累計額  △41,402 20,444  △50 109   

(3)　機械及び装置  140   133    

減価償却累計額  △133 7  △133 －   

(4)　器具及び備品  1,327,692   954,346    

減価償却累計額  △949,459 378,232  △863,736 90,609   

(5)　土地
※１

※２
 542,170   44,896   

有形固定資産合計   2,454,566 15.1  147,050 1.0 △2,307,515
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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）
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）

２　無形固定資産         

(1)　ソフトウェア   38,129   －   

(2)　電話加入権   34,041   －   

無形固定資産合計   72,171 0.4  － － △72,171

３　投資その他の資産         

(1） 投資有価証券 ※２  1,028,093   719,184   

(2） 関係会社株式   1,786,039   4,607,228   

(3)　関係会社社債   －   403,750   

(4） 長期貸付金   9,608   4,573   

(5)　関係会社長期貸付

金 
  631,000   999,000   

(6)　更生債権等   54,436   39,554   

(7)　長期前払費用   36,196   3,048   

(8)　敷金保証金   333,939   878,540   

(9)　その他   7,186   2,186   

(10)　貸倒引当金   △329,937   △1,052,073   

投資その他の資産合

計
  3,556,563 21.8  6,604,992 43.0 3,048,429

固定資産合計   6,083,301 37.3  6,752,043 44.0 668,742

資産合計   16,286,150 100.0  15,359,510 100.0 △926,639

         

－ 47 －



  
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）
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   414,943   1,462,439   

２　買掛金 ※６  4,947,610   4,013,990   

３　一年内返済長期借入

金
※２  318,712   208,300   

４　未払金   312,860   48,897   

５　未払費用   432,456   453,908   

６　未払法人税等   40,203   30,131   

７　未払消費税等   260,758   22,685   

８　預り金   45,184   55,667   

９　前受金   592,456   577,192   

10　返品調整引当金   556,069   534,332   

11　賞与引当金   35,186   34,307   

12　子会社整理損失引当

金
  91,000   83,000   

13  リース資産減損勘

定 
  －   45,320   

14  保証債務引当金   －   25,000   

15　その他   34,700   6,715   

流動負債合計   8,082,141 49.6  7,601,886 49.5 △480,254

Ⅱ　固定負債         

１　長期借入金 ※２  280,300   72,000   

２　繰延税金負債   116,839   58,296   

３　退職給付引当金   1,039,426   1,046,695   

４　役員退職金引当金   10,000   －   

５　リース資産減損勘定   －   33,644   

６　その他   20,548   67,074   

固定負債合計   1,467,114 9.0  1,277,710 8.3 △189,403

負債合計   9,549,255 58.6  8,879,597 57.8 △669,658
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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）
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）

（資本の部）         

Ⅰ　資本金 ※３  5,389,940 33.1  － － △5,389,940

Ⅱ　資本剰余金         

　資本準備金  5,108,985   － －   

資本剰余金合計   5,108,985 31.4  － － △5,108,985

Ⅲ　利益剰余金         

　当期未処理損失  3,232,887   －    

利益剰余金合計   △3,232,887 △19.9  － － 3,232,887

Ⅳ　土地再評価差額金 ※１  △691,797 △4.2  － － 691,797

Ⅴ　その他有価証券評価差

額金
  170,305 1.0  － － △170,305

Ⅵ　自己株式 ※７  △7,651 △0.0  － － 7,651

資本合計   6,736,894 41.4  － － △6,736,894

負債・資本合計   16,286,150 100.0  － － △16,286,150
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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）
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 36.6 5,613,940

2　資本剰余金         

(1）資本準備金  －   2,093,097    

資本剰余金合計   － －  2,093,097 13.6 2,093,097

3　利益剰余金         

(1）その他利益剰余

金
        

繰越利益剰余金  －   △1,304,093    

利益剰余金合計   － －  △1,304,093 △8.5 △1,304,093

4　自己株式   － －  △8,004 △0.1 △8,004

株主資本合計   － －  6,394,939 41.6 6,394,939

Ⅱ　評価・換算差額等         

1　その他有価証券評価

差額金
  － －  84,973 0.6 84,973

評価・換算差額等合計   － －  84,973 0.6 84,973

純資産合計   － －  6,479,913 42.2 6,479,913

負債純資産合計   － －  15,359,510 100.0 15,359,510
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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）

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   22,518,038 100.0  21,105,251 100.0 △1,412,787

Ⅱ　売上原価         

１　商品期首たな卸高  2,894,486   2,074,950    

２　当期商品仕入高  12,695,339   12,678,273    

合計  15,589,826   14,753,224    

３　商品他勘定振替高 ※１ 11,435   12,935    

４　商品期末たな卸高  2,074,950   2,490,995    

５　商標権使用料  653,688 14,157,128 62.9 593,828 12,843,121 60.9 △1,314,006

売上総利益   8,360,909 37.1  8,262,129 39.1 △98,780

返品調整引当金戻入額   1,448,357   556,069   

返品調整引当金繰入額   556,069   534,332   

返品調整引当金控除後

売上総利益
  9,253,197 41.1  8,283,866 39.3 △969,331

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２  9,743,861 43.3  9,161,080 43.4 △582,780

営業損失   490,663 △2.2  877,213 △4.1 386,550

Ⅳ　営業外収益 ※３        

１　受取利息  16,753   38,292    

２　受取配当金  9,513   6,807    

３　受取検査手数料  29,109   3,286    

４　受取地代家賃  226,626   187,055    

５　受取賃貸料  52,068   45,392    

６　その他  77,284 411,356 1.8 39,321 320,156 1.5 △91,199

Ⅴ　営業外費用         

１　支払利息  242,054   81,188    

２　貸与資産費用  121,279   142,696    

３　新株発行費  74,922   －    

４　株式交付費  －   2,887    

５　その他  40,775 479,032 2.1 82,818 309,590 1.5 △169,441

経常損失   558,339 △2.5  866,648 △4.1 308,308
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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）

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）

Ⅵ　特別利益         

１　関係会社株式売却益 ※４ －   1,305,000    

２　固定資産売却益 ※５ 645,941   1,039,471    

３　役員退職金引当金取崩額  56,750   10,000    

４　投資有価証券売却益  270,743 973,435 4.3 － 2,354,471 11.2 1,381,036

Ⅶ　特別損失         

１　貸倒引当金繰入額 ※６ －   1,042,874    

２　減損損失 ※７ －   600,469    

３　投資有価証券評価損 ※８ 18,599   165,199    

４　関係会社株式売却損 ※９ －   148,855    

５　固定資産除却損 ※10 63,322   55,959    

６　子会社整理損失引当金繰

入額 
※11 91,000   30,000    

７　保証債務引当金繰入額  －   25,000    

８　固定資産売却損 ※12 60,254   13,031    

９　関係会社株式評価損 ※13 －   8,999    

10　財務構造再編費用 ※14 263,200   －    

11　早期退職措置関連損失 ※15 156,129   －    

12　本社及び商品センター移

転費用 
※16 34,651   －    

13  前期損益修正損 ※17 12,146 699,303 3.1 － 2,090,392 9.9 1,391,088

税引前当期純損失   284,208 △1.3  602,568 △2.8 318,360

法人税・住民税及び事業

税
 10,013   9,727    

法人税等調整額  △591,921 △581,907 △2.6 － 9,727 0.1  

当期純利益又は純損失

(△）
  297,699 1.3  △612,295 △2.9 △909,995

前期繰越損失   6,408,834   －  △6,408,834

土地再評価差額金取崩額   862,787   －  △862,787

資本金の減少による欠損

填補額 
  2,015,460   －  △2,015,460

当期未処理損失   3,232,887   －  △3,232,887
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(3）損失処理計算書及び株主資本等変動計算書

損失処理計算書

  
前事業年度

（平成18年４月27日）

区分
注記
番号

金額（千円）

Ⅰ　当期未処理損失   3,232,887

Ⅱ　損失処理額    

 資本準備金取崩額  3,232,887 3,232,887

Ⅲ　次期繰越損失   －
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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）

株主資本

資本金
資本剰余金 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
資本準備金  繰越利益剰余金

平成18年１月31日　残高（千円） 5,389,940 5,108,985 △3,232,887 △7,651 7,258,386

事業年度中の変動額（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 － － △612,295 － △612,295

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事業年度中
の変動額（純額）

－ － － － －

事業年度中の変動額合計（千円） 224,000 △3,015,887 1,928,793 △353 △863,446

平成19年１月31日　残高（千円） 5,613,940 2,093,097 △1,304,093 △8,004 6,394,939

評価・換算差額等

新株予約権 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） 170,305 △691,797 △521,491 21,000 6,757,894

事業年度中の変動額

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 － － － － △612,295

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事業年度中
の変動額（純額）

△85,332 691,797 606,465 △21,000 585,465

事業年度中の変動額合計（千円） △85,332 691,797 606,465 △21,000 △277,981

平成19年１月31日　残高（千円） 84,973 － 84,973 － 6,479,913
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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）

当事業年度において９期ぶりに当期純利益を計上した

ものの、９期連続して売上高が減少し、５期連続して営

業損失を計上いたしました。これにより当社には継続企

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。

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財務諸表には反映してお

りません。

当社は、前事業年度において９期ぶりに当期純利益を

計上したものの、連続して売上高が減少し、営業損失、

経常損失を計上いたしました。当事業年度におきまして

も、連続して売上高が減少し、かつ営業損失、経常損失

を計上することとなり、また、特別損失として子会社貸

付金に対する貸倒引当金繰入額等を計上した結果、当期

純損失を計上することとなりました。これにより当社に

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

事業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

前事業年度におきまして、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、大幅な資本増強策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）

なお、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財務諸表には反映

しておりません。 
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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）

１　有価証券の評価基準及び

評価方法

子会社株式

移動平均法に基づく原価法により評価し

ております。

子会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

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）によっております。

その他有価証券

時価のあるもの

同左

 時価のないもの

移動平均法に基づく原価法により評

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

同左

２　デリバティブの評価基準

及び評価方法

時価法によっております。 同左

３　たな卸資産の評価基準及

び評価方法

商品は、最終仕入原価法に基づく原価法に

より評価しておりますが、一部輸入商品に

ついては移動平均法に基づく原価法により

評価しております。また、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。（当期評価損

計上額は、394,943千円であります。）

商品は、最終仕入原価法に基づく原価法に

より評価しておりますが、一部輸入商品に

ついては移動平均法に基づく原価法により

評価しております。また、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。（当期評価損

計上額は、566,153千円であります。）
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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）

４　固定資産の減価償却の方

法

(1）有形固定資産

本社ビルと松伏商品センターの建物

及び構築物　　　　　　　　定額法

(1）有形固定資産

平成10年４月１日以降に取得した

建物　　　              　定額法

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

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

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

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

５　繰延資産の処理方法 新株発行費

支払時に全額費用処理しております。

株式交付費

支払時に全額費用処理しております。

６　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。

(1）貸倒引当金

同左

(2）返品調整引当金

期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、期末前

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）

(4）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当期

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、当期末において発

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、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、

内規に基づく期末要支給額を計上して

おります。

(5）　　　　―――――― 

(6）子会社整理損失引当金

子会社の整理損失に備えるため、当該

子会社の財政状態等を勘案し、当該損

失見込額を計上しております。

(6）子会社整理損失引当金

同左 

(7）　　　　―――――― (7）保証債務引当金 

保証債務による損失に備えるため、保

証先の資産内容等を勘案して必要額を

計上しております。 

 ７　外貨建の資産及び負債の本

邦通貨への換算基準

外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替

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。

同左

８　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
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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）

９　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。

(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

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

理は財務部が行っております。

(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

件に該当すると判断される場合につい

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

10　その他財務諸表作成のた

めの重要な事項

(1）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は税

抜方式を採用しております。

(1）消費税等の会計処理

同左
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会計処理方法の変更

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　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　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、税引前当期純損失は、600,469千円

　　増加しております。

　　　なお、減損損失累計額については、改正後の財務

　　諸表等規則に基づき各資産の金額から直接控除して

    おります。

２　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、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。

３　ストック・オプション等に関する会計基準

　　　当事業年度より、「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。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　貸借対照表関係

(1) 「短期貸付金」は重要性が増したため、当事業年度

より区分掲記することといたしました。なお、前事

業年度は、流動資産の「その他」に265,000千円含ま

れております。

―――――――

(2) 「前受金」は重要性が増したため、当事業年度より

区分掲記することといたしました。なお、前事業年

度は、流動負債の「その他」に23,760千円含まれて

おります。

 

２　損益計算書関係

「受取賃貸料」は、当事業年度より区分掲記すること

といたしました。なお、前事業年度は、営業外収益の

「雑収入」に59,028千円含まれております。

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、前事業年度において新株発行費として処理されて

いたものは、当事業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）

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30,562千円増加し、

営業損失、経常損失及び税引前当期純損失がそれぞれ同額

増加しております。

 　　　　　　　　　──────

 

 

－ 61 －



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　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。

　　　　　　　　　　──────

　　　　　　

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

土地の当期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額の合計額を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

建物 1,359,081千円

土地 470,342千円

投資有価証券 741,132千円

計 3,447,235千円

定期預金 877,255千円

投資有価証券 638,315千円

計 1,515,571千円

は、長期借入金に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、長期借入金に599,012千円（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　会社が発行する株式 普通株式 309,800,000株

　

 Ａ種優先株式 100,000株

 Ｂ種優先株式 100,000株

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

 ※３　　　　　　　　――――――

　４　偶発債務

下記関係会社の買掛金及びリース契約残高に対して、

債務保証を行っております。

　４　偶発債務

下記の各関係会社に対して、債務保証を行っており

ます。

㈱タガラ 166,311千円

計 166,311千円

㈱タガラ 96,892千円

 （対　買掛金・リース契約残高）

㈱ツー・アンド・ワン 140,000千円

 （対　短期借入金）  

計 236,892千円
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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）

  ５　受取手形割引高 723,732千円   ５　受取手形割引高 684,862千円

 ※６　関係会社に係る注記  ※６　関係会社に係る注記

短期貸付金 629,000千円

買掛金 520,116千円

短期貸付金 581,000千円

買掛金 104,438千円

流動資産の「その他」 57,681千円

※７　会社が保有する自己株式の数 ※７　　　　　　　　――――――

普通株式 39,230株   

　８  資本の欠損の額 3,240,538千円 　８  　　　　　　　――――――     

　９　配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する金額は　　

170,305千円であります。

　９　　　　　　　　――――――
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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）

※１　商品他勘定振替高 ※１　商品他勘定振替高

広告宣伝費等 11,435千円 広告宣伝費等 12,935千円

※２(1）主要な費用及び金額は次のとおりであります。 ※２(1）主要な費用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 1,902,776千円

広告宣伝費 347,182千円

給料諸手当 1,572,104千円

賞与引当金繰入額 35,186千円

退職給付費用 172,748千円

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 386,740千円

減価償却費 176,561千円

貸倒引当金繰入額 55,042千円

荷造運賃及び物流諸掛 1,639,919千円

広告宣伝費 391,906千円

給料諸手当 1,378,372千円

賞与引当金繰入額 34,307千円

退職給付費用 164,506千円

派遣社員費  3,332,814千円

賃借料 444,472千円

減価償却費 137,448千円

(2）販売費に属する費用のおおよその割合は85％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割

合は15％であります。

(2）販売費に属する費用のおおよその割合は86％で

あり、一般管理費に属する費用のおおよその割

合は14％であります。

※３　関係会社に係る注記 ※３　関係会社に係る注記

受取地代家賃 200,343千円

受取賃貸料 52,068千円

上記以外の営業外収益 46,569千円

受取地代家賃 115,005千円

受取賃貸料 28,352千円

上記以外の営業外収益 51,018千円

※４　　　　　　　　―――――― ※４　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。

※５　固定資産売却益

中央区日本橋堀留町及び大阪市港区等の土地・建

物の売却に伴うものであります。

※５　固定資産売却益 

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。

※６ 　　　　　   　────── ※６  貸倒引当金繰入額

主に子会社の㈱タガラ及び㈲ニーズに対する貸付金

相当額であります。
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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）

※７　　　        　────── ※７　減損損失 

当社は、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、事業部別の管理

会計上の区分により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

 ・ 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（600,469千円）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・茨城県 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。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 110,968

機械装置 7

器具及び備品 254,903

土     地 57,779

電話加入権 34,185

ソフトウエア 36,790

長期前払費用 26,870

リース資産 78,964

計 600,469

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。

※８　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。

※８　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。　

※９　             ────── ※９　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。
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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）

※10　固定資産除却損 ※10　固定資産除却損

器具及び備品 61,577千円

その他 1,745千円

計 63,322千円

器具及び備品 53,269千円

その他 2,689千円

計 55,959千円

※11　子会社整理損失引当金繰入額

子会社整理損失引当金の内訳は次のとおりであり

ます。

㈱グッドタイム 38,000千円

㈱グレース南部 53,000千円

計 91,000千円

※11　子会社整理損失引当金繰入額

子会社整理損失引当金繰入額の内訳は次のとおりで

あります。 

㈱グレース南部 30,000千円

計 30,000千円

 なお、㈱グッドタイムは、平成18年8月10日に清算結了し

ております。

※12　固定資産売却損

越谷市の土地・建物等の売却に伴うものでありま

す。 

※12　固定資産売却損

栃木県矢板市の土地・建物の売却に伴うものであり

ます。 

※13               ────── ※13　関係会社株式評価損 

㈲ニーズに係るものであります。 

※14　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。

※14　              ――――――

 ※15　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。

※15　              ――――――

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

※16　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。

※16　　　　　　　　──────

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

※17　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。

 ※17　　　　　　　　──────

－ 66 －



（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）

自己株式の種類及び株式数に関する事項

前事業年度末  
株式数（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）

普通株式 39,230 2,846 － 42,076

合計 39,230 2,846 － 42,076

（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）

前事業年度末（平成18年１月31日）

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。

 当事業年度末（平成19年１月31日）

 子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

 区分
貸借対照表計上額

（千円）
時価（千円） 差額（千円）

 関連会社株式 2,180,188 2,694,048 513,859

 合計 2,180,188 2,694,048 513,859

（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

(1）繰延税金資産 (1）繰延税金資産

繰越欠損金 4,247,009千円

たな卸資産 148,527千円

貸倒引当金 90,734千円

返品調整引当金 82,503千円

退職給付引当金 422,420千円

役員退職金引当金 4,069千円

その他 388,593千円

繰延税金資産小計 5,453,683千円

  

評価性引当額 △5,453,683千円

繰延税金資産合計 －千円

繰越欠損金 3,655,401千円

たな卸資産 220,233千円

貸倒引当金 552,790千円

返品調整引当金 56,703千円

退職給付引当金 425,900千円

固定資産減損損失 293,746千円

その他 446,121千円

繰延税金資産小計 5,650,896千円

  

評価性引当額 △5,650,896千円

繰延税金資産合計 －千円

(2）繰延税金負債 (2）繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △116,839千円

繰延税金負債合計 △116,839千円

繰延税金負債の純額 △116,839千円

その他有価証券評価差額金 58,296千円

繰延税金負債合計 58,296千円

繰延税金負債の純額 58,296千円

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、税引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、税引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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（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 33.59円

１株当たり当期純利益 3.08円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益  2.68円

１株当たり純資産額 30.04円

１株当たり当期純損失 4.39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

損益計算書上の当期純利益 297,699千円

普通株式に係る当期純利益 279,448千円

損益計算書上の当期純損失 612,295千円

普通株式に係る当期純損失 644,135千円

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

うち当事業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

うち当事業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3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）

－ 68 －



（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）

　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

事業内容：投資事業

所 在 地：東京都千代田区大手町一丁目7番2号

７．商品別売上高
 （単位　千円）

部門別

前期 当期

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 11,061,136 49.1 11,145,561 52.8 84,425 0.8

婦人外着 7,480,071 33.2 6,720,024 31.8 △760,047 △10.2

子供外着 1,513,991 6.7 1,154,577 5.5 △359,414 △23.7

肌着・ナイティ 1,866,294 8.3 1,433,764 6.8 △432,530 △23.2

その他 596,542 2.7 651,322 3.1 54,780 9.2

合計 22,518,038 100.0 21,105,251 100.0 △1,412,787 △6.3

　（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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８．役員の異動

開示内容が定まった時点で、改めてお知らせいたします。
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