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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 10,960 ( △7.5) △555 (　－　) △607 (　－　)

18年１月期 11,849 (　 5.5) △50 (　－　) △85 (　－　)

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 △697 ( － ) △38 28 － － － △6.4 △5.5

18年１月期 53 ( － ) 2 91 2 15 5.1 △0.8 △0.7

（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（連結） 19年１月期           18,248,032株 18年１月期 18,249,193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 9,530 710 4.4 △114 10

18年１月期 11,224 1,109 9.9 △76 25

（注）期末発行済株式数（連結） 19年１月期           18,247,716株 18年１月期 18,248,516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 △1,562 999 △712 1,302

18年１月期 26 △95 △559 2,574

(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 ６社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況  

連結（新規） －社 （除外） １社 持分法（新規） －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 6,300 30 20

通　期 12,100 60 30

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　1円　59銭

※　業績予想につきましては、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ます。

実際の業績は、今後様々な要因によって上記予想とは異なる結果となる可能性があります。
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１．企業集団の状況

　当社グループ（ＣＨＯＹＡ株式会社および子会社）は、親会社である日清紡績株式会社の企業集団に属しており、当

社および子会社７社で構成されています。事業内容並びに親会社および当社グループの当該事業に係る位置付けは、次

のとおりであります。

衣料品の製造および販売

　当社および上海蝶矢時装有限公司が紳士ドレスシャツ（ワイシャツ）、カジュアルウェア、レディースウェアの

製造・販売を行っているほか、高山ＣＨＯＹＡソーイング㈱が主として当社および子会社ののドレスシャツの委託

加工、また、アリエスクロージング平戸㈱は、メンズスーツ等の委託加工を行っております。ＣＨＯＹＡタケナカ

㈱は、オーダーシャツの製造・販売を行っております。

　なお、従来オーダーシャツの製造・販売を行っていたＣＨＯＹＡタケナカ㈱は、平成19年２月１日にＣＨＯＹＡ

㈱が営業を譲受けております。

　また、親会社の日清紡績㈱より当社製商品の材料を商社経由（一部は直接）で仕入れております。

土地建物賃貸・物流業務

　アリエス㈱は土地建物の賃貸等を行っており、永田倉商㈱および枚方物流㈱は物流業務を行っております。

なお、従来物流業務を行っていた永田倉商㈱は、平成19年１月22日をもって清算結了しております。

　上記の事項について、事業系統図を示すと次のとおりであります。
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（注）１．永田倉商㈱（連結子会社）は、平成19年１月22日をもって清算結了致しました。

      ２．ＣＨＯＹＡタケナカ㈱は、平成19年２月１日にＣＨＯＹＡ㈱が営業を譲受け、製造会社となっております。　
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２．経営方針

(１)会社の経営の基本方針

　当社は、ドレスシャツのリーディング・カンパニーとして1886年（明治19年）創業以来、品質と積極的なファッショ

ン提案で市場のニーズと信頼を培ってまいりました。今後とも皆様の衣生活における快適環境の実現に貢献するファッ

ション企業グループめざして取り組んでまいります。

(２)会社の利益配分に関する基本方針

　当社の配当額の決定につきましては、株主各位への安定的な利益還元を重要政策として認識していますが、「新中

期計画」を策定しこれを実行することにより経営財務体質の強化と業績の改善を達成し、配当性向等を考慮した利益

還元を行い、株主各位のご期待にそえるよう努力してまいります。

(３)投資単位の引き下げについて

　当社は、株式の投資単位の引き下げにつきましては、個人投資家の株式買付けを容易にし、株式の流動性の向上と

投資層の拡大が期待できる等、数々のメリットにつき強く認識しておりますので、今後の市場の要請等十分勘案して

対処してまいります。

(４)目標とする経営指標及び中長期的な会社の経営戦略

　当社の経営指標は、安定的な売上成長と売上高営業利益率の向上を目標としており、策定いたしました「新中期経

営計画」の目標である黒字化の定着に向けて現在その計画を達成のため全社一丸となり邁進しております。

　当該計画の主な内容は、次のとおりであります。

(イ)営業力・企画力の強化

　商品企画部門、営業部門に人材を投入し、ブランドの集約化と自社ブランド拡大を通じて販売の効率化と売り上

げ増を図り、得意先の顧客ニーズに合うブランド展開、商品構成の見直しによる店頭売上げの強化への取り組みを

行います。

(ロ)原価率の低減および経費削減

　国内、海外工場の整理再編による海外生産体制を強化し、原価率の改善とともに全社あげての営業コストの削減

と委託先の見直しによる物流費の削減を実施していきます。

(ハ)組織の活性化と運営・管理体制の強化

　「活力があり」「スピード経営に対応する」効率的な会社運営を図るため、適正な人員の配置転換等を行い組織

の活性化と各部門の効率的運営・管理体制の強化を行います。

(ニ)子会社、生産・物流拠点の整理・再編

　業務の見直しや生産の国内縮小、海外強化などによるグループ内事業拠点の整理等グループ事業規模に見合った

生産・物流拠点の整理・再編を行っていきます。

(５)会社の対処すべき課題

　当企業集団を取り巻く今後の経済環境は、景気の回復基調が予想されるとはいえ原油高・原材料等の高騰による企

業業績圧迫要因があり、また個人消費は先行き不安感が拭いきれず依然として不透明であり、企業は今後とも変化す

る消費構造に対応を迫られています。

　こうした厳しい状況のなかで、当企業集団は、営業利益黒字化を目指して「事業計画」により以下の施策を推進い

たします。　

　営業面につきましては、社長が営業本部を直轄し営業体制の刷新を行うとともに、親会社日清紡績株式会社との連

携・支援の強化を受けて新たに３名の人材を受け入れ、営業力の強化および意識改革を行ってまいります。具体的に

は百貨店営業に偏った人員の再配置を行い、販売チャネル別、百貨店グループ別取引を強化し、得意先店頭売上げの

シェアアップを図ります。また営業組織をフラット化し現場志向の営業体制を構築していきます。オーダーシャツ部

門では、平成19年２月１日付で子会社ＣＨＯＹＡタケナカ株式会社のオーダーシャツ事業の営業販売部門をＣＨＯＹ

Ａ株式会社が譲受け、統合によるシナジー効果を高め効率化を進めます。さらに既存のチャネル以外の直営ショップ、

ＯＥＭの取組み、インターネット販売を統轄する組織を新設し積極的な営業活動を行ってまいります。
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　企画力強化については、人材の補強を行い、得意先売場にマッチしたきめ細かい商品企画を実施し営業活動のフォ

ロー体制の強化を図ってまいります。

　原価改善、経費削減につきましては、海外生産を強化するとともに直接貿易比率の見直しおよび付属品の海外調達

による原価改善をさらに進め、選択と集中によるブランドの集約化と自社ブランドの育成・拡大を図りロイヤルティー

の削減、営業不採算取引の改善による物流費、ファッション・アドバイザーの効率的再配置により営業コストの削減

に取り組んでまいります。

　管理面につきましては、組織改革、積極的な人事異動の実施、人事体系の見直し、生産拠点の再編を行い、経営資

源の効率的活用を推進すると同時にコンプライアンス強化、企業規律の構築をしてまいります。また新たに設置いた

しました業務管理室を中心に製造・販売・在庫の管理をきめ細かく行い、在庫を削減し財務体質の健全化を図ってま

いります。

　以上の施策により確実に利益を生み出せる強固な体質づくりを目指して、営業利益黒字化を図るべく鋭意努力を重

ねて計画達成に向け邁進する所存であります。

(６)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

(イ）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、コーポレート・ガバナンスを、重要経営課題の一つとして位置づけ、企業価値の拡大のため、

法令順守（コンプライアンス）体制の整備とそれを実施する会社機関を通じて企業経営の透明性と健全性の向上を

図り、経営管理・監査機能の強化等に取り組んでおります。

(ロ）コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況

① 会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営組織その他コーポレート・ガバナンス体制の状況

(ａ)会社機関の内容

・取締役会を最高の業務執行に関する意思決定機関として位置付け、経営の基本方針、法令で定められた事項、そ

の他重要な取締役会付議事項につき決定するとともに業務執行の監督を行っています。取締役会は、毎月開催を原

則とし、必要に応じて随時開催しております。

・また当社は監査役制度を採用しております。現在３名で社内監査役１名・社外監査役２名であります。監査役は、

常に取締役会に出席し、適宜、意見の表明を行い、企業集団の状況の把握および監査を行なっております。

・毎月部長会を開催し、管理、営業、商品企画、生産各部の現場責任者が審議・検討した諸問題を政策としてまと

め、すみやかに取締役会に諮り決定するシステムとなっております。

・内部監査につきましては、監査室による社内監査および子会社監査を行っております。

(ｂ)内部統制システムの整備の状況

　当社の内部統制といたしましては、定款、法令、経営基本諸規程及び経営組織諸規程等に基づき、取締役会が業

務執行の監督を行っています。業務組織として営業本部と企画部、生産部、管理組織として管理部の組織があり各

組織がそれぞれ相互牽制組織として機能しております。社内監査組織として監査室が各本部、部の業務及び子会社

業務の内部監査を行っています。監査役は、常に取締役会に出席し、適宜、意見の表明を行い、企業集団の状況の

把握および監査を行なっております。

　

(ｃ)リスク管理体制の整備

　組織及び関係者の人命・資産・事業活動が危機に直面し、組織の運営を深刻な状況に至らしめるおそれがあり、

緊急の行動をとる必要があると判断される事態に対応するために次のような規定を制定し社長のもとに管理者、統

括責任者、委員会等を置き社内体制を整備しています。

１)大規模地震等発生の場合には、危機管理指針により対応する。

２)以下の緊急事態の場合には、各規定により対応する。

・情報システム関連は、情報システム管理規定による。

・個人情報漏洩関連は、個人情報保護規定による。

・企業秘密漏洩関連は、営業秘密管理規定による。

・インサイダー情報関連は、インサイダー情報管理規定による。
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(ｄ)内部監査及び監査役監査、会計監査の状況

１)当社の内部監査の状況

　社長直轄の監査室員１名が年間監査計画を立て、当社内及び子会社監査を監査役との連携により行っています。

２)監査役監査の状況

　監査役３名は年間監査計画に基づき業務監査、取締役業務執行についての監査を行っています。

３)会計監査の状況

　当社の会計監査業務を執行した公認会計士は、川村博氏、中井新太郎氏であり監査法人トーマツに所属しており

ます。当社の会計監査業務に係る補助者は、公認会計士８名、会計士補３名、その他２名であり当社の会計監査業

務を監査役と連携をとり執行しております。

② 会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本関係又は取引関係その他利害関係

  当社の社外取締役は２名であり、野上浩と森茂則です。野上浩は、親会社日清紡績株式会の子会社である株式会

社ナイガイシャツの代表取締役社長（平成19年２月１日付当社代表取締役社長就任）であり、森茂則は親会社日清

紡績株式会社繊維事業本部テキスタイル一部長であります。

  監査役は現在３名で社内監査役１名、社外監査役２名であります。社外監査役２名のうち鵜澤静は、親会社の日

清紡績株式会社取締役常務執行役員、正井興男は、当社第２位株主の野村殖産株式会社常務取締役であります。

③ 会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況

・個人情報保護法及びメンタルヘルスに関する教育を幹部社員対象に行いました。

・財務報告に係る内部統制体制構築のため社内チームを編成し業務フロー・リスクコントロールマトリクス作成作

　業を始めました。

・毎月部長会を開催し会社諸問題につき審議・検討を行い社内組織の改革、社内ルールの見直し等を提案し、取締

　役会で決定のうえ実施いたしました。

・監査室による本社、事業所および子会社の監査を適宜行い、子会社の管理体制の効率化を図りました。

・株主への説明責任強化のためにホームページに事業報告書、決算短信、有価証券報告書などタイムリーに掲載い

　たしました。

・顧問弁護士からコンプライアンスについての諸問題につき適宜助言を受けております。

　　なお、当社の業務執行及び監査に係る経営管理組織、その他コーポレート・ガバナンス体制、内部統制、リスク

管理体制に関する体制の概要は、以下のとおりであります。 

 

 報告   

  管理･監査 

 報告   

  内部監査 

助言  

   

  相談  

   
  業務監査 

  会計監査 
  報告･連携 

選任･解任 選任･解任 

監
督 

選
任 

提
言 

提
案 

指
示 

指
示 

株 主 総 会 

取 締 役 会 監 査 役 会 

 

代表取締役社長 

 

 
部 長 会 

 

 

 各事業部及び子会社 

監 査 室 

 

 
リスク管理委員会等 

 

 

会
計
監
査
人 

選任･解任 

弁
護
士 

部 
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　 （７）親会社等に関する事項

　①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

日清紡績株式会社 親会社
59.5

(－)

株式会社東京証券取引所

市場第一部

　 　　（注）親会社等の議決権所有割合欄の（　）内は、間接被所有割合で内数である。

　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その他の上場会社と親会社との関係

　　　当社は親会社である日清紡績株式会社を中核とした日清紡績株式会社グループに属しております。日清紡績

　　株式会社グループは、繊維、ブレーキ、紙製品、化成品、メカトロニクス、エレクトロニクス、不動産等の事

　　業を営んでおり、当社は、繊維事業の中の衣料製品の製造販売に係る事業を担当しております。

　③親会社との取引に関する事項につきましては、日清紡績株式会社より当社製商品の材料を商社経由（一部直

　　接）で仕入れております。 

　 （８）内部管理体制の整備・運用状況

     当社は、コーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの一環として内部管理体制強化のための牽制組織

　 の整備を図っております。

  （イ）内部管理体制の強化のための牽制組織

　　 当社は、社長直属の社内監査組織として監査室を設置し、社内、子会社の監査を行っております。

  （ロ）組織上の業務部門及び管理部門の配置状況

　　 当社は、全社管理の部門として管理部、営業・販売部門として営業本部、商品企画部門として企画部、生産

     部門として生産部の各本部、各部が自立と協調により相互牽制組織としての運営がなされております。

  （ハ）社内規定の整備状況

     社内諸規定の整備につきましては、経営組織諸規程を整備し権限の所在と承認のルールを定め、また新法令

   に対応した個人情報保護規定、情報システム管理規定などの規程制定と社内管理体制の確立と社内教育を進め

   ております。業務過程の内部管理については、不断に変化する社内外の状況に対応するため業務改善や業務見

   直しによる社内業務規程の見直しを今後とも行い、社内管理体制の整備を進めてまいります。

  （ニ）内部管理体制の充実に向けた取組み

　　・新法令等に基づき規程の見直しを行っております。

　　・個人情報保護規定に基づき個人情報管理台帳の整備と監査を行いました。

　　・営業秘密管理規定に基づき営業秘密管理台帳の整備と監査を行いました。

　 （９）その他、会社の経営上重要な事項

　　　該当事項はありません。
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３．経営成績及び財政状態
経営成績

(１)営業成績

　当連結会計年度における我が国経済は、米国経済の減速懸念、原油の高騰、国内では金利の引き上げ、増税など

不透明感はあるものの、民間設備投資、企業収益は堅調に推移し緩やかな成長を続けております。しかしながら個

人消費は、企業業績の回復、収益の改善にもかかわらず労働分配率の上昇には繋がらず、また世の中を覆う先行き

不安感は解消されないことから、消費拡大への歩みは依然として遅く個人消費は好転しないまま推移いたしまし

た。

　アパレル業界におきましては、一昨年より始まりました「クールビズ」・[ウォームビズ」の２年目の需要対応に

業界挙げて品揃えに力を入れましたが、春先から年間を通じた天候不順等により消費マインドは萎縮し消費は伸び

ず、また大型商業施設の新設や小売業界の企業再編によるマーケット間および企業間の競争の影響により依然厳し

い環境が続いております。

　当企業集団は、こうした厳しい経営環境のなか、「新中期経営計画」に沿って業績の回復、黒字の定着化を目指

し懸命の努力をしてまいりました。

　上期につきましては春先の天候不順、６月、７月の長梅雨で２年目の「クールビズ」が思ったより盛り上がりに

欠けましたがまずまずの業績を残すことができました。しかし下期に入ってからは流通在庫の減少およびマーケッ

トの縮小、不採算店舗の対応遅れに暖冬が重なり、想定をはるかに超える返品増、納品減、値引高の増加となりま

した。さらに平成19年２月１日付子会社オーダーシャツ事業の営業販売部門移管に伴い、１月には納品抑制および

在高調整に伴う返品増もあり、その結果当連結会計年度における売上高につきましては、109億６千万円（前連結会

計年度比7.5％減）と減少となりました。

　損益面につきましては、原価改善、販売費及び一般管理費の抑制に努めたものの、売上高の減少に加えギフト用

オーダーシャツ売上高の伸び悩みおよび値引高の増加により営業損失５億５千５百万円（前連結会計年度は、営業

損失５千万円）、経常損失６億７百万円（前連結会計年度は、経常損失８千５百万円）となりました。当期純利益

は、特別利益に子会社整理による固定資産売却益９億２百万円等を計上し、特別損失にブランド撤退商品等の商品

評価損２億３千１百万円、材料評価損６千万円等を計上したことにより６億９千７百万円の純損失（前連結会計年

度は、当期純利益５千３百万円）となりました。

（ドレスシャツ部門）

　ドレスシャツ部門は、基幹自社ブランド「シャツファクトリー」を中心にマーケットへの積極的展開をし取引先

との取組みの強化を行い、加えて特に夏物クールビズ関連商品の品揃えに力を入れましたが、年間を通じての天候

不順、マーケットの縮小に伴いドレスシャツ、オーダーシャツともに返品増、納品減による売上げ減に加え、平成

19年２月１日付子会社オーダーシャツ事業の営業販売部門移管に伴い、１月には納品抑制及び在高調整に伴う返品

増もありこのため売上高は101億２千７百万円（前連結会計年度比8.4％減）となりました。

（カジュアルウエア部門）

　カジュアルウエア部門では、主力ブランド「チェスター・バリー」は順調に売上げを伸ばしましたが、その他の

ブランド取扱い終了や売上げの減少のため売上高は４億２千５百万円（前連結会計年度比4.5％減）となりました。

（メンズスーツ等部門）

　メンズスーツ等部門はＯＥＭ商品の新規受注増により売上高は４億２百万円（前連結会計年度比20.4％増）とな

りました。

（レディースウエア部門）

　レディースウエア部門は、旧在庫品の処分がほぼ終わりショップでの売上げのみとなりましたので売上高は５百

万円（前連結会計年度比51.9％減）となりました。　

(２)次期業績見通し

　次期業績見通しにつきましては、景気の回復基調が続くと予想されるとはいえ依然として個人消費は不透明であ

り、季節的天候要因による消費の増減の幅は大きくまた消費構造も急激に変化していくと予想されます。こうした
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厳しい経営環境に対応するため百貨店ドレスシャツ一極依存体質からの転換を目指し、営業人員の再配置を行い百

貨店取引の効率化を進めるとともに量販店部門、オーダーシャツ部門、カジュアルウエア部門の強化を引き続き行

い、また直営ショップ、ＯＥＭ、インターネット販売を統轄する組織を新設し積極的な営業活動を行ってまいりま

す。売上高は半袖商品の投入など季節要因により上半期の比重を高め、通年では121億円を見込んでおります。

　経常利益につきましては、原価削減をさらに進め、得意先の採算管理の徹底、ファッション・アドバイザーの効

率的再配置、在庫削減による物流費減等営業経費の削減により経常利益６千万円、当期純利益３千万円を見込んで

おります。

財政状態

財政状態につきましては、厳しい経営環境に即応して、迅速機敏な財務行動を図る必要があります。特に、アパレ

ル業界におきましては、消費動向の変化に敏感に対応できる企業構築には財務の役割は最重要課題であり、同業他

社との激しい競争に生き残り、将来の事業チャンスを捉えて堅実な発展を遂げるためには、財務体質の健全化が急

務であると認識しております。

(１）キャッシュ・フロー

　当連結会計期間末における連結ベースの現金及び現金同等物（以下「資金」という。）残高は、前連結会計年度

に比べ12億７千１百万円減少し、13億２百万円（前連結会計年度比49.4％減）となりました。

　税金等調整前当期純損失１億５千万円の他、仕入債務の減少、法人税等の支払、短期借入金の返済等によるもの

であります。

　当連結会計期間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）

　営業活動の結果使用した資金は15億６千２百万円（前連結会計年度は２千６百万円の収入増）であり、これは主

に、税金等調整前当期純損失１億５千万円の他、仕入債務の減少３億１千６百万円、法人税等の支払３億２千３百

万円等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）

　投資活動の結果得られた資金は９億９千９百万円(前連結会計年度は９千５百万円の支出増）であり、これは主に、

有形固定資産売却による収入10億１千３百万円であります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果使用した資金は７億１千２百万円（前連結会計年度比５億５千９百万円の支出増）であり、これ

は主に、短期借入金の返済によるものであります。
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４．事業等のリスク
　当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資家の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられ

る事項は、以下の通りであります。　

（１）個人消費および季節的要因の影響について

　当社グループは、百貨店取引を中心としたドレスシャツ・カジュアルウェア等の製造・販売を行っておりますが、

個人消費の動向、冷夏・暖冬・長雨・台風等の天候不順により、業績の影響を受ける可能性があります。また、売上

高・売上総利益率の上期及び下半期の割合は上期が高い傾向にありますが、特に８月、９月の冷夏・残暑・台風、11

月以降の暖冬の影響等これらの季節的ずれにより返品・値引等が多く発生し、下半期の売上高・売上総利益は、さら

に低くなる傾向があります。

（２）返品の影響について

　当社グループは、百貨店取引における販売政策上、商品の返品が生じることがあります。よって、返品率等の変動

により、業績の影響を受ける可能性があります。

なお、当社グループでは、そのような返品に備えるため、会計上、返品調整引当金を計上しております。

（３）海外生産の影響について

　当社グループは、生産コスト削減のため、中国・インドネシア等の生産を拡大しておりますが、中国・インドネシ

ア等における景気変動、通貨価値の変動、政治情勢の変化および法規制の変化等により、業績の影響を受ける可能性

があります。

（４）在庫リスクの影響について

　当社グループは、商品のコスト削減、営業活動における欠品リスクを回避するため、見込生産をしております。当

社グループは、個人消費および季節的要因により、需要予測を誤った場合、返品が生じ翌期繰越商品として在庫を抱

えることになります。

　翌期繰越商品は、各種催事・バーゲンセール等安価販売により、在庫圧縮に努めております。

繰越商品については、商品評価損のルールに則り、評価減を実施しておりますが、過剰在庫を抱えた場合、商品評価

損の計上により当社グループの業績の影響を受ける可能性があります。

（５）ライセンスブランド契約の影響について

　当社グループは、有力ブランドとのライセンス権を受ける契約を行い、一部事業を行っております。

現在、ライセンス元とは良好な関係にありますが、今後、事由の如何に関わらず契約が終了、解除または内容が変更

された場合は、当社グループの業績の影響を受ける可能性があります。
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５．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 ※１ 2,772,070 1,505,560 △1,266,510

２．受取手形及び売掛金 2,354,986 2,147,151 △207,835

３．たな卸資産 2,740,251 2,826,990 86,739

４．繰延税金資産 33,346 2,193 △31,153

５．未収法人税等 － 307 307

６．未収還付消費税等 － 33,959 33,959

７．その他 351,692 194,335 △157,357

８．貸倒引当金 △4,536 △1,789 2,747

流動資産合計 8,247,811 73.5 6,708,708 70.4 △1,539,103

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物及び構築物 ※１ 2,972,449 2,617,095  

減価償却累計額 1,844,655 1,127,793 1,605,290 1,011,804 △115,988

(2）機械装置及び運搬具 722,634 756,018  

減価償却累計額 595,206 127,427 624,265 131,752 4,325

(3）土地 ※１ 959,337 958,889 △448

(4）その他 176,511 181,614  

減価償却累計額 139,466 37,045 139,759 41,855 4,809

有形固定資産合計 2,251,604 (20.0) 2,144,302 (22.5) △107,302

２．無形固定資産 368,430 (3.3) 348,509 (3.7) △19,921

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 61,243 81,129 19,885

(2）その他 293,913 250,995 △42,918

(3）貸倒引当金 △17,617 △3,660 13,956

投資その他の資産合計 337,539 (3.0) 328,464 (3.4) △9,075

固定資産合計 2,957,575 26.3 2,821,275 29.6 △136,299

Ⅲ　繰延資産  

新株発行費 18,975 779 △18,196

繰延資産合計 18,975 0.2 779 0.0 △18,196

資産合計 11,224,362 100.0 9,530,763 100.0 △1,693,598
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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 2,303,323 1,986,628 △316,695

２．短期借入金 ※１ 5,255,000 4,800,000 △455,000

３. 一年以内返済予定の長期借
入金

※１ 52,000 － △52,000

４．未払金 311,596 256,142 △55,454

５．未払法人税等 27,868 23,166 △4,702

６．未払消費税等 80,735 29,943 △50,792

７．繰延税金負債 － 32 32

８．賞与引当金 50,608 51,906 1,297

９．返品調整引当金 223,790 229,353 5,563

10．その他 377,950 259,703 △118,247

流動負債合計 8,682,874 77.3 7,636,876 80.1 △1,045,997

Ⅱ　固定負債  

１．繰延税金負債 119,001 116,408 △2,593

２．退職給付引当金 1,034,589 1,066,945 32,355

固定負債合計 1,153,591 10.3 1,183,353 12.4 29,762

負債合計 9,836,465 87.6 8,820,230 92.5 △1,016,235

 

（少数株主持分）  

少数株主持分 278,828 2.5 － － －

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 4,594,441 40.9 － － －

Ⅱ　利益剰余金 △3,527,562 △31.4 － － －

Ⅲ　その他有価証券評価差額金 13,154 0.1 － － －

Ⅳ　為替換算調整勘定 42,835 0.4 － － －

Ⅴ　自己株式 ※３ △13,800 △0.1 － － －

資本合計 1,109,068 9.9 － － －

負債、少数株主持分及び資本
合計

11,224,362 100.0 － － －
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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   － －  4,594,441 48.2 －

２．利益剰余金   － －  △4,225,672 △44.3 －

３．自己株式   － －  △14,033 △0.2 －

　　株主資本合計   － －  354,734 3.7 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

１．その他有価証券評価差額金   － －  9,293 0.1 －

２．為替換算調整勘定   － －  54,903 0.6 －

　　評価・換算差額等合計   － －  64,196 0.7 －

Ⅲ　少数株主持分   － －  291,601 3.1 －

純資産合計   － －  710,533 7.5 －

負債純資産合計   － －  9,530,763 100.0 －
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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 11,849,212 100.0 10,960,832 100.0 △888,379

Ⅱ　売上原価 ※１ 7,488,053 63.2 6,934,692 63.3 △553,361

売上総利益 4,361,158 36.8 4,026,140 36.7 △335,017

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２ 4,411,521 37.2 4,581,911 41.8 170,390

営業損失 50,362 △0.4 555,771 △5.1 505,408

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 2,952 6,796  

２．受取配当金 1,012 525  

３．受取販売手数料 24,794 18,644  

４．受取物流手数料 13,145 14,159  

５．その他 37,519 79,424 0.7 18,686 58,813 0.5 △20,611

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息 93,962 77,735  

２．新株発行費償却 18,975 19,365  

３．その他 2,087 115,025 1.0 13,463 110,564 1.0 △4,460

経常損失 85,963 △0.7 607,522 △5.5 521,558

Ⅵ　特別利益  

１．前期損益修正益 ※３ 13,910 －  

２．貸倒引当金戻入額 7,305 4,074  

３．固定資産売却益 ※４ 1,461 902,363  

４．投資有価証券売却益 113,468 136,146 1.1 － 906,438 8.3 770,292

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 ※５ 1,795 1,509  

２．固定資産除却損 ※６ 587 17,399  

３．投資有価証券評価損 1,341 －  

４．役員退職慰労金 － 86,618  

５．特別退職金 － 48,551  

６．商品評価損 － 231,347  

７．材料評価損 － 60,913  

８．長期前払費用一括償却  － 3,724 0.0 3,238 449,580 4.1 445,855

税金等調整前当期純利益又
は純損失(△)

46,457 0.4 △150,663 △1.4 △197,121

法人税、住民税及び事業税 15,698 310,435  

法人税等調整額 △32,714 △17,015 △0.1 31,242 341,678 3.1 358,694

少数株主利益 9,848 0.1 205,263 1.9 195,415

当期純利益又は純損失(△) 53,625 0.4 △697,605 △6.4 △751,230
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(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 2,499,891

Ⅱ　資本剰余金減少高

　資本準備金取崩高  2,499,891

Ⅲ　資本剰余金期末残高 －

（利益剰余金の部）

Ⅰ　利益剰余金期首残高 △6,080,242

Ⅱ　利益剰余金増加高

１. 当期純利益 53,625

２. 資本準備金取崩高 2,499,891 2,553,516

Ⅲ　利益剰余金減少高

　　従業員奨励及び福利基金
（注）

 836

Ⅳ　利益剰余金期末残高 △3,527,562

（注）従業員奨励及び福利基金は、中華人民共和国所在の子会社が当該国の法令に

　　　基づいて設定したものであります。
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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 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） 4,594,441 △3,527,562 △13,800 1,053,078

連結会計年度中の変動額

当期純損失  △697,605  △697,605

従業員奨励及び福利基金（注）  △505  △505

自己株式の取得   △232 △232

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）

－ △698,110 △232 △698,343

平成19年１月31日　残高（千円） 4,594,441 △4,225,672 △14,033 354,734

評価・換算差額等

少数株主持分 純資産合計
その他有価証券評

価差額金
為替換算調整勘定

評価・換算差額等
合計

平成18年１月31日　残高（千円） 13,154 42,835 55,989 278,828 1,387,896

連結会計年度中の変動額

当期純損失     △697,605

従業員奨励及び福利基金（注）     △505

自己株式の取得     △232

株主資本以外の項目の連結会計
年度中の変動額（純額）

△3,861 12,067 8,206 12,773 20,980

連結会計年度中の変動額合計
（千円）

△3,861 12,067 8,206 12,773 △677,363

平成19年１月31日　残高（千円） 9,293 54,903 64,196 291,601 710,533

 （注）従業員奨励及び福利基金は、中華人民共和国所在の子会社が当該国の法令に基づいて設定したものであります。
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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利益又は

純損失(△)
46,457 △150,663

減価償却費 163,189 157,051

連結調整勘定償却費 19,056 －

投資有価証券評価損 1,341 －

投資有価証券売却益 △113,468 －

貸倒引当金の減少額 △7,305 △16,703

賞与引当金の増加額 9,899 1,297

退職給付引当金の増加額 77,042 32,355

返品調整引当金の増減（△）

額
△32,196 5,563

受取利息及び受取配当金 △3,964 △7,322

支払利息 93,962 77,735

固定資産売却益 △1,461 △902,363

固定資産売却損 1,795 1,509

有形固定資産除却損 587 17,387

売上債権の増(△)減額 △379,786 209,723

たな卸資産の増(△)減額 238,392 △80,639

仕入債務の増減(△)額 40,314 △316,929

その他 △7,611 △190,713

小計 146,244 △1,162,710

利息及び配当金の受取額 3,965 7,318

利息の支払額 △91,829 △83,379

法人税等の支払額 △31,876 △323,560

営業活動によるキャッシュ・フ

ロー
26,504 △1,562,330
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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

定期預金の預入による支出 － △12,000

定期預金の払戻による収入 9,416 14,521

有形固定資産の取得による支

出
△58,599 △112,328

有形固定資産の売却による収

入
6,888 1,013,184

無形固定資産の取得による支

出
△187,181 △13,440

投資有価証券の取得による支

出
△26,319 △26,396

投資有価証券の売却による収

入
182,038 －

貸付金の回収による収入  － 130,000

その他 △21,854 5,721

投資活動によるキャッシュ・フ

ロー
△95,611 999,261

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・フ

ロー

短期借入れによる収入 620,000 50,000

短期借入金の返済による支出 △936,672 △505,000

長期借入金の返済による支出 △239,030 △52,000

自己株式の取得による支出 △525 △232

少数株主への清算配当金の支

払額
－ △202,011

少数株主への配当金の支払額 △3,355 △3,004

財務活動によるキャッシュ・フ

ロー
△559,582 △712,248

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換算

差額
10,548 4,115

Ⅴ　現金及び現金同等物の減少額 △618,140 △1,271,202

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残高 3,192,143 2,574,003

Ⅶ　現金及び現金同等物の期末残高  ※ 2,574,003 1,302,801
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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）

────── 　当社グループは、当連結会計年度において697,605千円

の当期純損失を計上いたしました。

当該状況により、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、当該状況を解消すべく営業利益黒字化

へ向け平成19年度の事業計画を策定いたしました。

　当該計画の主な内容は次のとおりであります。

（１）経営体制につきましては、親会社日清紡績株式会社

からの人的支援など経営体制の刷新を図ります。組

織体制は、企画強化・販売チャネル別取組みの強

化・店頭強化をコンセプトとした組織改革を行いま

す。

① 百貨店・専門店担当組織を主要取引先別、地域

　別に再編し営業の効率化を図ります。

② 営業社員を店頭に派遣し、店頭販売体制を強化

します。

③ 百貨店・専門店部門から量販店・ショップ・Ｏ

ＥＭ等に人材を投入し、売上・利益増を図りま

す。

④ 企画部門の企画営業機能を充実させ営業支援体

制を強化します。また、トータルカジュアルの

推進を企画主導で行います。

⑤ オーダー事業については子会社ＣＨＯＹＡタケ

ナカ株式会社の営業販売部門の譲受、統合によ

る人件費・物流費等営業経費の削減、シナジー

効果を高めます。

（２）営業体制につきましては、販売チャネル別、百貨店

グループ別取引を強化し、店頭売上のアップを目指

します。百貨店部門は、収益確保のため個別店ごと

の採算管理を徹底し、個別店単位の黒字化を図りま

す。量販店部門は、経営資源(人材)をシフトし、親

会社日清紡績株式会社繊維部門との連携強化による

市場の確保拡大を図ります。また、組織をフラット

化し、現場志向の営業体制を構築します。

（３）生産体制につきましては、海外工場との直接貿易比

率の見直し、付属材料の海外調達によるコストの削

減、技術指導の強化を図ります。国内工場では、品

質水準の一層の向上を目指します。

（４）経費につきましては、ファッションアドバイザー経

費の見直し、百貨店取引の返品率削減による物流費

の削減、ブランド数削減によるロイヤルティの削減

等を実施いたします。

（５）資金面につきましては、親会社日清紡績株式会社か

ら与信枠を供与していただいております。

　連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、

こ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

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

連結子会社の数　　　　　　　　　　　　　７社

連結子会社の名称

高山ＣＨＯＹＡソーイング㈱

ＣＨＯＹＡタケナカ㈱

枚方物流㈱

永田倉商㈱

上海蝶矢時装有限公司

アリエス㈱

アリエスクロージング平戸㈱

１．連結の範囲に関する事項

連結子会社の数　　　　　　　　　　　　　６社

連結子会社の名称

高山ＣＨＯＹＡソーイング㈱

ＣＨＯＹＡタケナカ㈱

枚方物流㈱

上海蝶矢時装有限公司

アリエス㈱

アリエスクロージング平戸㈱

永田倉商㈱は平成19年１月22日をもって清算結了し

ておりますので、同日までの損益計算書を連結して

おります。

２．持分法の適用に関する事項

持分法を適用している会社はありません。

２．持分法の適用に関する事項

同左

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社のうち上海蝶矢時装有限公司の決算日は

12月31日であります。

連結財務諸表の作成にあたっては、同決算日現在の

財務諸表を使用しております。

３．連結子会社の事業年度等に関する事項

同左

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

①　有価証券

その他の有価証券

時価のあるもの

期末決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部資本直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

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

①　有価証券

その他の有価証券

時価のあるもの

同左

時価のないもの

移動平均法による原価法

時価のないもの

同左

② 　　　　―――――

 

②　デリバティブの評価基準及び評価方法

時価法

③　たな卸資産

製品及び商品、仕掛品

総平均法による原価法

③　たな卸資産

製品及び商品、仕掛品

同左

原材料、貯蔵品

先入先出法による原価法

原材料、貯蔵品

同左
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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）

(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

当社及び国内連結子会社は、定率法を、また、

在外連結子会社は当該国の会計基準に基づく定

額法を採用しております。ただし、当社及び国

内連結子会社は、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）については定額法

を採用しております。なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　　　　　２～50年

機械装置及び運搬具　　　　　　　３～10年

工具器具及び備品　　　　　　　　２～20年

(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

当社及び国内連結子会社は、定率法を、また、

在外連結子会社は当該国の会計基準に基づく定

額法を採用しております。ただし、当社及び国

内連結子会社は、平成10年４月１日以降に取得

した建物（附属設備を除く）については定額法

を採用しております。なお、主な耐用年数は以

下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　　　　　２～50年

機械装置及び運搬具　　　　　　　３～７年

工具器具及び備品　　　　　　　　２～20年

②　無形固定資産

（ソフトウェア）

当社及び国内連結子会社は、自社利用のソフ

トウェアについては、社内における見込利用

可能期間（５年）に基づく定額法によってお

ります。

②　無形固定資産

（ソフトウェア）

同左

（その他の無形固定資産）

当社及び国内連結子会社は、定額法を、また、

在外連結子会社は当該国の会計基準に基づく

定額法を採用しております。

（その他の無形固定資産）

同左

③　長期前払費用

当社及び国内連結子会社は、定額法によってお

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

当社は、繰延資産に計上し、商法施行規則で定

める最長の期間（３年）により毎期均等償却し

ております。

(3）繰延資産の処理方法

新株発行費

当社及び一部の国内連結子会社は、繰延資産に

計上し、旧商法施行規則で定める最長の期間

（３年）により毎期均等償却しております。

(4）重要な引当金の計上基準

①　貸倒引当金

当社及び国内連結子会社は、債権の貸倒れによ

る損失に備えるため、一般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権につ

いては個別に回収可能性を検討し、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　賞与引当金

当社及び国内連結子会社は、従業員の賞与の支

給に備えるため、翌期支給見込額のうち当期に

帰属する額を計上しております。

②　賞与引当金

同左

③　返品調整引当金

当社及び一部の国内連結子会社は、返品による

損失に備えるため、販売した製品及び商品の返

品見込額について、その売買利益相当額を計上

しております。

③　返品調整引当金

同左
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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）

④　退職給付引当金

当社及び一部の国内連結子会社は、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

計上しております。

なお、会計基準変更時差異（641,889千円）に

ついては、10年による按分額、また、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

り費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時

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

ぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理するこ

ととしております。

④　退職給付引当金

同左

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基

準

外貨建金銭債権債務は、期末決算日の直物為替相

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。なお、在外子会社等の資産及

び負債、収益及び費用は期末決算日の直物為替相

場により、円貨に換算し、換算差額は少数株主持

分及び資本の部における為替換算調整勘定に含め

ております。

(5）重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基

準

外貨建金銭債権債務は、期末決算日の直物為替相

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。なお、在外子会社等の資産及

び負債、収益及び費用は期末決算日の直物為替相

場により、円貨に換算し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定及び少数株主持分に含

めております。

(6）重要なリース取引の処理方法

当社及び国内連結子会社は、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

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については、全面

時価評価法を採用しております。

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

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、５年間の均等償却

を行っております。

６． 　　　　　　　　―――――

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、連結会社の利益処分及び損失

処理について、連結会計年度中に確定した利益処分

及び損失処理に基づいて作成しております。

７． 　　　　　　　　―――――

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

ケ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。

８．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左

９．その他連結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、税抜方式に

よっております。

９．その他連結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

同左
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会計処理の変更

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）

　　　　　　　　　 ────── 　（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」（企業会計規準第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」（企業会計規準適用指針第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418,931千円で

あります。

　なお、連結財務諸表規則の改正により、当連結会計年

度における連結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。 

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）

１.平成18年１月20日開催の当社取締役会並びに当社の連

結子会社である永田倉商株式会社の臨時株主総会におい

て、下記のとおり永田倉商株式会社の固定資産の譲渡（不

動産の売却）に関し、決議いたしました。 

 (1)譲渡資産の内容

　①借地権付建物

　　永田倉商株式会社本店事務所および物流センター

　②所在地　　　東京都江東区大島８－22－４

　③帳簿価額　　　109,744千円

　④譲渡価額　　1,033,450千円

　⑤譲渡の日程　平成18年４月28日物件引渡し（予定）

 (2)譲渡先の概要

　①商号　　　　　ニチモ株式会社

　②主な事業内容　中高層住宅の分譲

 

２.平成18年１月20日開催の当社取締役会並びに当社の連

結子会社である永田倉商株式会社の臨時株主総会におい

て、永田倉商株式会社の解散を決議し、平成18年３月31

日をもって解散いたしました。平成19年１月31日に清算

を結了する予定です。なお、これに伴う損失は発生いた

しません。

　　　　　　　　　 ──────
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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．担保資産

短期借入金1,045,000千円の担保に供している資

産

※１．担保資産

短期借入金985,000千円の担保に供している資産

建物        674,146千円

土地        360,299

建物 633,088千円

土地          360,299

上記以外に前払式証票の規制等に関する法律に基

づいて、定期預金30,000千円を担保に供しており

ます。

上記以外に前払式証票の規制等に関する法律に基

づいて、定期預金30,000千円を担保に供しており

ます。

※２．当社の発行済株式総数は、普通株式18,275,000株及

び優先株式5,000,000株であります。

※２． 　　　　　　　―――――

※３．当社が保有する自己株式の数は、普通株式26,484株

であります。

※３． 　　　　　　　―――――

　４． 　　　　　　　――――― 　４．裏書手形残高　　　　　　　　　　  2,054千円
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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．売上原価には、次が含まれております。 ※１．売上原価には、次が含まれております。

返品調整引当金戻入額        255,987千円

返品調整引当金繰入額        223,790

返品調整引当金戻入額      223,790千円

返品調整引当金繰入額        229,353

※２．販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費のうち主な費目及び金額は

次のとおりであります。

※２．販売費及び一般管理費

販売費及び一般管理費のうち主な費目及び金額は

次のとおりであります。

ロイヤルティ        582,626千円

販売促進費（人件費） 1,130,956

運賃・荷造梱包費        419,035

従業員給料・賞与        769,680

賞与引当金繰入額       27,472

退職給付引当金繰入額        148,369

減価償却費       86,074

ロイヤルティ 571,403千円

販売促進費（人件費） 1,175,432

運賃・荷造梱包費     391,630

従業員給料・賞与      795,153

賞与引当金繰入額     36,318

退職給付引当金繰入額       128,620

減価償却費     94,268

※３．前期損益修正益の内容

建物土地売却原価修正         13,910千円

※３． 　　　　　　　―――――

※４．固定資産売却益の内容 ※４．固定資産売却益の内容

建物及び構築物          1,180千円

その他       280

計        1,461

借地権付建物及び構築物 900,813千円

その他 1,550

計 902,363

※５．固定資産売却損の内容 ※５．固定資産売却損の内容

機械装置及び運搬具          1,767千円

その他      27

計       1,795

建物及び構築物 592千円

機械装置及び運搬具 401

土地 214

その他 301

計  1,509

※６．固定資産除却損の内容 ※６．固定資産除却損の内容

機械装置及び運搬具            189千円

その他      397

計       587

建物及び構築物  6,907千円

機械装置及び運搬具 417

その他 688

原状回復費用 9,386

計 17,399
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（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 18,275,000 － － 18,275,000

優先株式 5,000,000 － － 5,000,000

合計 23,275,000 － － 23,275,000

自己株式

普通株式（注） 26,484 800 － 27,284

合計 26,484 800 － 27,284

 （注）普通株式の自己株式の増加800株は、単元未満株式の買取による増加であります。

２．少数株主持分の主な変動事由及びその金額

　　株主資本以外の項目の連結会計年度中の変動額(純額)の主な内訳は以下のとおりであります。

　　　　　　　少数株主持分利益　　　　　　　　　　　　205,263千円

　　　　　　　連結子会社清算結了による減少　　　　　△202,011

（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）

※　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  2,772,070千円

預入期間が３カ月を超える定期預金 △198,066

現金及び現金同等物 2,574,003

現金及び預金勘定 1,505,560千円

預入期間が３カ月を超える定期預金 △202,759

現金及び現金同等物 1,302,801
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①　リース取引

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）

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．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

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械及び装置 53,700 29,528 24,171

工具器具及び
備品

144,158 78,392 65,766

ソフトウェア 84,493 43,260 41,232

合計 282,352 151,181 131,170

取得価額相
当額
（千円）

減価償却累
計額相当額
（千円）

期末残高相
当額
（千円）

機械及び装置 57,440 22,958 34,481

工具器具及び
備品

139,236 91,872 47,363

ソフトウェア 67,617 37,287 30,330

合計 264,294 152,118 112,175

(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

１年以内      55,178千円

１年超 80,628

合計 135,807

１年以内 49,074千円

１年超 67,009

合計 116,083

(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、減価償却費相当額及び支払利息相当

額

支払リース料       62,813千円

減価償却費相当額       57,782

支払利息相当額        5,051

支払リース料  61,113千円

減価償却費相当額       56,557

支払利息相当額    3,825

(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。

(4）減価償却費相当額の算定方法

同左

(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。

(5）利息相当額の算定方法

同左

２．オペレーティング・リース取引

　　　　　　　　　 ──────

２．オペレーティング・リース取引

　　　　　　　　　 ──────
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②　有価証券

有価証券

１．その他有価証券で時価のあるもの

種類

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）

取得原価
（千円）

連結貸借対照
表計上額

（千円）
差額（千円）

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 25,582 47,764 22,182 49,793 65,651 15,858

小計 25,582 47,764 22,182 49,793 65,651 15,858

連結貸借対照表計

上額が取得原価を

超えないもの

株式 － － － 2,186 1,999 △187

小計 － － － 2,186 1,999 △187

合計 25,582 47,764 22,182 51,979 67,650 15,671

２．前連結会計年度及び当連結会計年度中に売却したその他有価証券

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）

売却額（千円）
売却益の合計額

（千円）
売却損の合計額

（千円）
売却額（千円）

売却益の合計額
（千円）

売却損の合計額
（千円）

182,038 113,468 － － － －

３．時価評価されていない主な有価証券の内容

種類
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）

連結貸借対照表計上額（千円） 連結貸借対照表計上額（千円）

その他有価証券

非上場株式 13,478 13,478
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③　デリバティブ取引

 １　取引の状況に関する事項

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）　　　　　　　　──────

 

(1）取引の内容

当社グループの利用しているデリバティブ取引は、為

替予約取引であります。 

(2）　　　　　　　　──────

 

(2）取引に対する取組方針

為替予約取引は、商品の輸入等に係る為替の変動リス

クをヘッジする目的で行っており、投機目的のための

デリバティブ取引は利用しておりません。

(3）　　　　　　　　──────

 

(3）取引の利用目的

決済時の為替相場の変動によるリスクを回避する目的

で為替予約取引を行っております。

(4）　　　　　　　　──────

 

(4）取引に係るリスクの内容

為替予約取引は、為替相場の変動によるリスクを回避

する目的のみに利用しております。取引の契約先は、

国内の信用度の高い金融機関であるため、相手先の契

約不履行による信用リスクは、ほとんどないと判断し

ております。

(5）　　　　　　　　──────

 

(5）取引に係るリスク管理体制

為替予約取引は、商品本部、生産部において方針を決

定し、同部署の指図に従い、管理本部、経理・財務グ

ループが実行しており、内部統制が充分機能するよう

リスク管理体制を行っております。

 ２　取引の時価等に関する事項

 　　通貨関連

区分 種類

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）

契約額等

（千円）

契約額等の

うち１年超

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

契約額等

（千円）

契約額等の

うち１年超

（千円）

時価

（千円）

評価損益

（千円）

市場取引以外

の取引

  為替予約取引

  買建
        

 　　米ドル － － － － 11,501 － 12,143 642

合計 － － － － 11,501 － 12,143 642

前連結会計年度 当連結会計年度

　（注）　          ────── （注）時価の算定方法

取引先金融機関等から提示された価格等に基づき

算定しております。
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④　税効果会計

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　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

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　　　　　　　　　　　　　　（単位：千円）

繰延税金資産

繰越欠損金 4,331,973

たな卸資産評価損 24,094

退職給付引当金損金算入限度超過額 413,986

返品調整引当金繰入額 91,082

値引見込額 23,292

減損損失 54,189

その他 53,294

繰延税金資産小計 4,991,914

評価性引当額 △4,958,567

繰延税金資産合計 33,346

繰延税金負債

評価差額 △113,556

その他 △5,445

繰延税金負債合計 △119,001

繰延税金負債の純額 △85,655

繰延税金資産

繰越欠損金 3,675,976

たな卸資産評価損 155,055

退職給付引当金損金算入限度超過額 434,246

返品調整引当金繰入額 93,347

値引見込額 20,190

減損損失 54,189

その他 48,482

繰延税金資産小計 4,481,489

評価性引当額 △4,479,296

繰延税金資産合計 2,193

繰延税金負債

評価差額 △113,556

その他 △2,884

繰延税金負債合計 △116,440

繰延税金負債の純額 △114,247

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳　　　　　（単位：％）

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

との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因と

なった主要な項目別の内訳　　　　　（単位：％）

法定実効税率 40.7

（調整）

評価性引当額 △106.3

交際費等一時差異ではない項目 6.0

住民税均等割 26.6

当社と在外子会社等の法定実効税率

の差異
△3.4

その他 △0.2

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △36.6

法定実効税率 40.7

（調整）

評価性引当額 △291.1

交際費等一時差異ではない項目 △1.8

住民税均等割 △8.8

当社と在外子会社等の法定実効税率

の差異
3.2

その他 31.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △226.7

⑤　退職給付

１．採用している退職給付制度の概要

当社（ＣＨＯＹＡ株式会社）は、退職金規定に基づく社内積立の退職一時金制度のほか、勤続10年以上、満

45歳以上対象に確定給付型の適格退職年金及び一時金制度を設けております。

国内連結子会社の退職給付については、簡便法により算定しております。また、繰入額は、勤務費用に加算

しております。
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２．退職給付債務及びその内訳

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）

 退職給付債務（千円） △1,550,661 △1,464,643

 年金資産（千円） 282,511 228,203

 未積立退職給付債務（千円） △1,268,149 △1,236,439

 会計基準変更時差異の未処理額（千円） 238,514 190,811

 未認識数理計算上の差異（千円） △102,610 △102,697

 未認識過去勤務債務（債務の増額）（千円） 97,655 81,379

 貸借対照表計上額純額（千円） △1,034,589 △1,066,945

 退職給付引当金（千円） △1,034,589 △1,066,945

３．退職給付費用の内訳

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）

退職給付費用

 勤務費用（千円） 79,673 73,314

 利息費用（千円） 29,714 28,510

 期待運用収益（減算）（千円） 1,097 5,013

 会計処理基準変更時差異の費用処理額（千円） 47,702 47,702

 数理計算上の差異の費用処理額（千円） 6,909 △2,341

 過去勤務債務の費用処理額（千円） 16,275 16,275

 合　計 179,178 158,447

４．退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

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）

　  割引率（％） 2.0 2.0

    期待運用収益率（％） 0.5 2.0

    退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 期間定額基準

    過去勤務債務の額の処理年数（年） 10 10

    数理計算上の差異の処理年数（年） 10 10

    会計基準変更時差異の処理年数（年） 10 10
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⑥　セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

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）

　衣料品のみの単一セグメントであり、記載を省略しております。

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）

　衣料品のみの単一セグメントであり、記載を省略しております。

ｂ．所在地別セグメント情報

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）

　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の合計額に占める日本の割合が、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。

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）

　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の合計額に占める日本の割合が、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（自平成17年２月１日　至平成18年１月31日）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

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）

　海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。

⑦　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）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼務等
事業上
の関係

役員 田中秀幸 － －
当社代表取

締役社長

（被所有）

直接0.0％
－ －

当社店舗賃借契約

の連帯保証（※）
11,059 － －

　（注）１　上記金額には消費税等は含まれておりません。

２　取引条件及び取引条件の決定方針等

（※）当社が賃借している一部の営業店舗の賃借契約に対し個人保証を受けております。取引金額には、対象と

なる店舗の年間賃借料（平成17年２月１日～平成18年１月31日）を記載しております。なお、保証料は支

払っておりません。

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）

役員及び個人主要株主等

属性 氏名 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

関係内容

取引内容
取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼務等
事業上
の関係

役員 田中秀幸 － －
当社代表取

締役社長

（被所有）

直接0.0％
－ －

当社店舗賃借契約

の連帯保証（※）
10,596 － －

　（注）１　上記金額には消費税等は含まれておりません。

２　取引条件及び取引条件の決定方針等

（※）当社が賃借している一部の営業店舗の賃借契約に対し個人保証を受けております。取引金額には、対象と

なる店舗の年間賃借料（平成18年２月１日～平成19年１月31日）を記載しております。なお、保証料は支

払っておりません。
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（１株当たり情報）

区分
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   △76円25銭     △114円10銭

１株当たり当期純利益又は純損失

(△)
      2円91銭       △38円28銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益       2円15銭 潜在株式は存在するものの１株当たり

当期純損失であるため記載しておりま

せん。

　当連結会計年度の1株当たり純資産

額は、優先株式の発行価額2,500,000

千円を控除した、普通株式に係る期末

の純資産額を普通株式の期末発行済株

式総数（自己株式を控除した株式数）

で除して算出しております。

──────

 

 

 

 

 

 （追加情報）

　当連結会計年度から、改正後の「１

株当たり当期純利益に関する会計基

準」（企業会計基準委員会　最終改正

平成18年１月31日　企業会計基準第２

号）及び「１株当たり当期純利益に関

する会計基準の適用指針」（企業会計

基準委員会　最終改正平成18年１月31

日　企業会計基準適用指針第４号）を

適用しております。

　これによる影響はありません。

　

（注）１．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

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）

 純資産の部の合計額（千円） － 710,533

 純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － 2,792,518

（うち優先株式払込金額（千円））  (－) (2,500,000)

（うち少数株主持分（千円））  (－) (291,601)

（うち福利基金（千円））  (－) (916)

普通株式に係る期末の純資産額（千円） － △2,081,985

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の

普通株式の数（株） 
－ 18,247,716
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（注）２．１株当たり当期純利益又は純損失金額および潜在株式調整後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株当たり当期純利益又は純損失金額   

当期純利益又は純損失(△)（千円） 53,625 △697,605

普通株主に帰属しない金額（千円） 509 916

（うち福利基金） (509) (916)

普通株式に係る当期純利益又は純損失(△)

（千円）
53,116 △698,521

普通株式の期中平均株式数（株） 18,249,193 18,248,032

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額（千円） － －

普通株式増加数（株） 6,493,585 －

（うち優先株式） (6,493,585) 　  (－)

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

──── ────

（重要な後発事象）

該当事項はありません。
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６．生産、受注及び販売の状況
(1）生産実績

　当連結会計年度の生産実績を部門別に示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

品目

前期
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当期
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

金額 月平均 構成比 金額 月平均 構成比

％ ％

ドレスシャツ 4,925,701 410,475 89.8 3,166,631 263,885 83.4

カジュアルウエア 219,627 18,302 4.0 244,185 20,348 6.4

メンズスーツ等 339,289 28,274 6.2 381,914 31,826 10.1

レディースウエア 1,665 138 0.0 4,736 394 0.1

合計 5,486,283 457,190 100.0 3,797,467 316,455 100.0

　（注）１．金額は製造原価によっております。

２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(2）商品仕入実績

　当連結会計年度の商品仕入実績を部門別に示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

品目

前期
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当期
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

金額 月平均 構成比 金額 月平均 構成比

％ ％

ドレスシャツ 1,684,211 140,350 93.4 3,424,040 285,336 96.8

カジュアルウエア 119,414 9,951 6.6 111,702 9,308 3.2

レディースウエア － － － 338 28 0.0

合計 1,803,625 150,302 100.0 3,536,081 294,673 100.0

　（注）１．メンズスーツ等の仕入は、一時中止しております。

　　　　２．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

(3）受注状況

　メンズスーツ等部門を中心に一部ＯＥＭによる受注生産を行っております。当連結会計年度の受注状況を部門別

に示すと、次のとおりであります。

部門 受注高（千円） 前年同期比（％） 受注残高（千円） 前年同期比（％）

ドレスシャツ 144,774 216.3 4,128 －

メンズスーツ等 402,240 121.1 28,987 －

合計 547,014 137.0 33,115 －

　（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。
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(4）販売実績

　当連結会計年度の販売実績を部門別に示すと、次のとおりであります。

 （単位：千円）

品目

前期
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当期
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

金額 月平均 構成比 金額 月平均 構成比

％ ％

ドレスシャツ 11,057,812 921,484 93.3 10,127,354 843,946 92.4

カジュアルウエア 445,904 37,158 3.8 425,813 35,484 3.9

メンズスーツ等 334,206 27,850 2.8 402,240 33,520 3.7

レディースウエア 11,288 940 0.1 5,425 452 0.0

合計 11,849,212 987,434 100.0 10,960,832 913,402 100.0

　（注）１．販売数量については取扱品種が多岐にわたるため記載を省略しております。

２．メンズスーツ等には委託加工による収入を含んでおります。

３．金額に消費税等は含まれておりません。

(連 35)


