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上場会社名 株式会社　ナイガイ 上場取引所 東

コード番号 8013 本社所在都道府県 東京都

(URL　http://www.naigai.co.jp/)

代　　表　　者　役職名 取締役社長 氏名 林　勇 二

問合せ先責任者　役職名 取締役スタッフ担当 氏名 油 利　隆 文 ＴＥＬ　（03）5822－3810

決算取締役会開催日 平成19年３月23日  配当支払開始予定日  平成－年－月－日

定時株主総会開催日 平成19年４月26日 単元株制度採用の有無 有（１単元　1,000株）

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 28,365 0.2 △453 ― △74 ―

18年１月期 28,312 △1.5 △221 ― 13 ―

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 108 △96.3 1 46  ― 0.7 △0.3 △0.3

18年１月期 2,963 ― 39 95  ― 23.5 0.0 0.0

（注）①期中平均株式数 19年１月期           74,146,028株 18年１月期 74,173,536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 26,169 14,530 55.5 196 00

18年１月期 30,780 14,736 47.9 198 71

（注）①期末発行済株式数 19年１月期           74,132,730株 18年１月期 74,157,830株
②期末自己株式数 19年１月期          4,149,085株 18年１月期 4,123,985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 13,000 △200 △500

通　期 29,000 100 △100

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　△１円35銭

３．配当状況

・現金配当 １株当たり配当金（円） 配当金総額
(百万円)

配当性向
（％）

純資産配当
率（％）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 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － － －

19年１月期 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 － － －

20年１月期（予想） 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0    

※　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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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（資産の部）  

Ⅰ　流動資産  

１　現金及び預金 ※１ 11,866 6,438 △5,428

２　受取手形  788 688 △100

３　売掛金 ※４ 4,542 4,794 252

４　商品 2,891 3,201 309

５　原材料 4 19 15

６　貯蔵品 75 70 △5

７　前渡金 122 50 △71

８　前払費用 369 403 34

９　関係会社短期貸付金 168 331 162

10　未収入金 129 123 △6

11　立替金 ※4,5 2,534 1,155 △1,378

12　その他 62 26 △35

貸倒引当金 △1,853 △204 1,649

流動資産合計 21,702 70.5 17,098 65.3 △4,603

Ⅱ　固定資産  

１　有形固定資産  

(1) 建物 1,540 1,171  

減価償却累計額 △1,075 464 △832 338 △125

(2) 構築物 17 16  

減価償却累計額 △7 10 △7 9 △1

(3) 機械及び装置 7 7  

減価償却累計額 △6 1 △7 0 △0

(4) 車両及び運搬具 7 7  

減価償却累計額 △5 1 △6 1 △0

(5) 工具・器具及び備品 457 431  

減価償却累計額 △177 279 △165 266 △13

(6) 土地 449 216 △232

有形固定資産合計 1,206 3.9 832 3.2 △373
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

２　無形固定資産  

(1) 借地権 0 － △0

(2) ソフトウェア 62 32 △29

(3) その他 43 42 △1

無形固定資産合計 106 0.4 75 0.3 △31

３　投資その他の資産  

(1) 投資有価証券 ※６ 5,059 5,202 142

(2) 関係会社株式 2,373 2,373 －

(3) 関係会社出資金 15 108 93

(4) 従業員に対する長期
貸付金

25 18 △7

(5) 関係会社長期貸付金 2,981 4,633 1,652

(6) 破産・更生債権等 2 2 △0

(7) 長期前払費用 165 138 △26

(8) 差入保証金 401 556 154

(9) 事業保険積立金 96 96 －

(10) その他 28 24 △4

　　子会社投資損失引当
金

△991 △991 －

貸倒引当金 △2,394 △4,002 △1,607

投資その他の資産合計 7,764 25.2 8,162 31.2 397

固定資産合計 9,077 29.5 9,070 34.7 △7

資産合計 30,780 100.0 26,169 100.0 △4,611
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１　支払手形  4,536 3,221 △1,315

２　買掛金  1,075 1,110 34

３　未払金 466 327 △139

４　未払法人税等 91 41 △50

５　未払消費税等 55 88 32

６　未払費用 207 214 7

７　預り金 162 100 △62

８　立替支払手形 ※4,5 2,226 858 △1,367

９　前受収益 － 8 8

10　預り担保金 ※６ 3,449 2,000 △1,449

11　返品調整引当金 252 298 46

12　賞与引当金 67 66 △0

流動負債合計 12,591 40.9 8,335 31.9 △4,256

Ⅱ　固定負債  

１　退職給付引当金 2,168 2,220 52

２　繰延税金負債 1,272 1,071 △201

３　その他 10 11 0

固定負債合計 3,452 11.2 3,303 12.6 △149

負債合計 16,044 52.1 11,638 44.5 △4,405
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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（百万円）
構成比
（％）

金額（百万円）
構成比
（％）

増減
（百万円）

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 7,592 24.7 － － △7,592

Ⅱ　資本剰余金  

１　資本準備金 1,898 －  

２　その他資本剰余金  

資本準備金減少差益 5,035 －  

資本剰余金合計 6,933 22.5 － － △6,933

Ⅲ　利益剰余金  

１　当期未処理損失 1,598 －  

利益剰余金合計 △1,598 △5.2 － － 1,598

Ⅳ　その他有価証券評価差額
金

2,252 7.3 － － △2,252

Ⅴ　自己株式 ※３ △444 △1.4 － － 444

資本合計 14,736 47.9 － － △14,736

負債資本合計 30,780 100.0 － － △30,780

 

（純資産の部）         

Ⅰ　株主資本         

１　資本金 ※２  － －  7,592 29.0 7,592

２　資本剰余金         

(1）資本準備金  －   1,898    

(2）その他資本剰余金  －   5,035    

資本剰余金合計   － －  6,933 26.5 6,933

３　利益剰余金         

(1）その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  －   △1,489    

利益剰余金合計   － －  △1,489 △5.7 △1,489

４　自己株式 ※３  － －  △448 △1.7 △448

株主資本合計   － －  12,587 48.1 12,587

Ⅱ　評価・換算差額等         

１　その他有価証券評価差
額金

  － －  1,942 7.4 1,942

評価・換算差額等合計   － －  1,942 7.4 1,942

純資産合計   － －  14,530 55.5 14,530

負債純資産合計   － －  26,169 100.0 26,169
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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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

Ⅰ　売上高 28,312 100.0 28,365 100.0 53

Ⅱ　売上原価  

１　商品期首たな卸高 3,101 2,891  

２　当期商品仕入高 16,426 16,579  

３　他勘定受入高 ※２ 21 20  

４　包装費 155 135  

５　商標権使用料 2,541 2,685  

６　他勘定払出高 ※３ △223 －  

計 22,022 22,312  

７　商品期末たな卸高 ※１ 2,891 19,131 67.6 3,201 19,110 67.4 △21

売上総利益 9,181 32.4 9,255 32.6 74

返品調整引当金繰入差
額

△33 △0.1 46 0.1 79

（差引）売上総利益 9,214 32.5 9,209 32.5 △5

Ⅲ　販売費及び一般管理費  

１　運賃及び物流諸掛 2,366 2,228  

２　広告宣伝費 642 702  

３　役員報酬及び給料諸手
当

3,055 3,139  

４　福利費 537 496  

５　賞与金 206 166  

６　賞与引当金繰入額 67 66  

７　退職給付費用 236 189  

８　不動産賃借料 277 319  

９　減価償却費 202 239  

10　支払手数料 411 494  

11　その他 1,432 9,436 33.3 1,620 9,662 34.1 226

営業損失 221 △0.8 453 △1.6 △232

Ⅳ　営業外収益  

１　受取利息 44 81  

２　受取配当金 36 123  

３　貯蔵品売却益 54 58  

４　為替差益  123 93  

５　固定資産貸与料 ※４ 438 416  

６　その他 92 790 2.8 132 906 3.2 116
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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（百万円）
百分比
（％）

金額（百万円）
百分比
（％）

増減
（百万円）

Ⅴ　営業外費用  

１　支払利息 23 29  

２　売上割引 8 7  

３　貸与資産経費 381 414  

４　貯蔵品処分損 31 35  

５　その他 110 555 2.0 40 526 1.9 △28

経常利益または経常損
失（△）

13 0.0 △74 △0.3 △87

Ⅵ　特別利益  

１　固定資産売却益 ※５ 6,705 407  

２　貸倒引当金戻入益 7 44  

３　役員退職慰労引当金戻
入益

67 －  

４　投資有価証券売却益 6 6,786 24.0 52 504 1.8 △6,282

 

Ⅶ　特別損失  

１　固定資産処分損 ※６ 354 17  

２　減損損失 ※９ － 235  

３　希望退職関連費用 ※８ 274 －  

４　店舗整理費用 ※３ 107 －  

５　事業所移転費用 115 40  

６　たな卸資産整理損 ※３ 145 －  

７　子会社投資損失 ※７ 2,757 －  

８　その他 59 3,814 13.5 1 295 1.0 △3,518

税引前当期純利益 2,985 10.5 134 0.5 △2,850

法人税、住民税及び事
業税

 22 0.0  26 0.1 4

当期純利益 2,963 10.5 108 0.4 △2,855

前期繰越損失 4,561  －  4,561

当期未処理損失 1,598  －  1,598
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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
（株主総会承認日
  平成18年４月27日）

区分
注記
番号

金額（百万円）

Ⅰ　当期未処理損失 1,598

Ⅱ　次期繰越損失 1,598

  

 

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
その他資本
剰余金

資本剰余金
合計

その他利益
剰余金

利益剰余金
合計繰越利益剰

余金

平成18年１月31日　残高
（百万円）

7,592 1,898 5,035 6,933 △1,598 △1,598 △444 12,483

事業年度中の変動額

当期純利益     108 108  108

自己株式の取得       △3 △3

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
（百万円）

－ － － － 108 108 △3 104

平成19年１月31日　残高
（百万円）

7,592 1,898 5,035 6,933 △1,489 △1,489 △448 12,587

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券評
価差額金

評価・換算差額等
合計

平成18年１月31日　残高
（百万円）

2,252 2,252 14,736

事業年度中の変動額

当期純利益   108

自己株式の取得   △3

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

△310 △310 △310

事業年度中の変動額合計
（百万円）

△310 △310 △205

平成19年１月31日　残高
（百万円）

1,942 1,942 14,530
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重要な会計方針

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

(1）子会社株式及び関連会社株式　移動平均法による原

価法

１　有価証券の評価基準及び評価方法

(1）子会社株式及び関連会社株式　左に同じ。

(2）その他有価証券

時価のあるもの　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）

(2）その他有価証券

時価のあるもの　決算日の市場価格等に基づく時

価法（評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却原価

は、移動平均法により算定）

時価のないもの　移動平均法による原価法 時価のないもの　左に同じ。

２　デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ　　時価法

２　デリバティブ等の評価基準及び評価方法

デリバティブ　　左に同じ。

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

商品　　　最終仕入原価法による低価法

原材料　　移動平均法による低価法

貯蔵品　　同上

３　たな卸資産の評価基準及び評価方法

左に同じ。

４　固定資産の減価償却の方法

有形固定資産　定率法

 　　　　　　 ただし、平成10年４月１日以降取得

の建物（建物附属設備を除く。）に

ついては、定額法

なお、主な資産の耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　　　　　　３年～50年

工具・器具及び備品　３年～20年

４　固定資産の減価償却の方法

有形固定資産　定率法

 　　　　　　 ただし、平成10年４月１日以降取得

の建物（建物附属設備を除く。）に

ついては、定額法

なお、主な資産の耐用年数は以下の

とおりであります。

建物　　　　　　　　３年～47年

工具・器具及び備品　３年～20年

無形固定資産

自社利用のソフトウェア

社内における利用可能期間（５年）

に基づく定額法

無形固定資産

自社利用のソフトウェア

左に同じ。

その他の無形固定資産

定額法

その他の無形固定資産

左に同じ。

長期前払費用　均等償却方法 長期前払費用　　左に同じ。

５　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、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。

５　外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

左に同じ。

６　引当金の計上基準

(1）貸倒引当金は債権の貸倒れによる損失に備えて、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。

６　引当金の計上基準

(1）左に同じ。
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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）

(2）返品調整引当金は返品による損失に備えて、内需取

引にかかわる全商品について法人税法の規定と同一

の計算方法による限度相当額に、期末直前の返品の

状況を勘案した金額を加算して計上しております。

(2）返品による損失に備えるため、返品見込額の売買利

益相当額を計上しております。

 （追加情報）

　従来、返品調整引当金については、法人税法の規

定と同一の計算方法による限度相当額に、期末直前

の返品の状況を勘案した金額を加算して計上してお

りましたが、期末直前の返品見込額が継続して法人

税法の規定による限度相当額を上回る状況であるこ

とに加え、返品見込額の精度が高くなったため、当

事業年度より、返品見込額の売買利益相当額を計上

しております。なお、これによる影響額はありませ

ん。

(3）賞与引当金は従業員に対する賞与の支給に備えて、

将来の支給見込額のうち当期の負担額を計上してお

ります。

(3）左に同じ。

(4）退職給付引当金は従業員の退職給付に備えて、当期

末における退職給付債務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。

なお、子会社への転籍者に係る未精算残高も含めて

表示しております。

過去勤務債務は、その発生時の従業員の平均残存勤

務年数以内の一定の年数（11年）による定額法によ

る按分額を費用処理しております。

また、数理計算上の差異は、その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内の一定の年数（11年）による

定額法による按分額を翌期から費用処理しておりま

す。 

(4）左に同じ。

 

 

(5）役員退職慰労引当金については、役員退職慰労金制

度を平成17年２月１日付で廃止するとともに、平成

18年1月26日開催の取締役会において、積立ててい

た役員退職慰労金を不支給とする決議を行い、また

該当者４名が支給を辞退したため、全額取崩してお

ります。

(5）　　　　　　　　─────

(6）子会社投資損失引当金は子会社に対する投資等の損

失に備えて、子会社の財政状態等を勘案し、個別検

討による必要額を計上しております。

(6）左に同じ。

７　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

の賃貸借取引にかかわる方法に準じた会計処理によっ

ております。

７　リース取引の処理方法

左に同じ。

８　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

消費税等の会計処理は税抜方式によっております。

８　その他財務諸表作成のための重要な事項

(1）消費税等の会計処理

左に同じ。
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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）

 ─────── （固定資産の減損に係る会計基準）

 　当事業年度より、「固定資産の減損に係る会計基準」

（「固定資産の減損に係る会計基準の設定に関する意見

書」（企業会計審議会　平成14年８月９日））及び「固

定資産の減損に係る会計基準の適用指針」（企業会計基

準適用指針第６号　平成15年10月31日）を適用しており

ます。これにより税引前当期純利益は235百万円減少して

おります。     

　なお、減損損失累計額については、改正後の財務諸表

等規則に基づき各資産の金額から直接控除しております。

 

 （貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当事業年度より「貸借対照表の純資産の部の表示に関

する会計基準」（企業会計基準第5号　平成17年12月９

日）及び「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計

基準等の適用指針」（企業会計基準適用指針第８号　平

成17年12月９日）を適用しております。      

　なお、従来の「資本の部」の合計に相当する金額は

14,530百万円であります。　

 

　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）

（損益計算書）

　 従来営業外収益の「その他」に含めて表示していた「為

替差益」は、営業外収益の100分の10を超えたため区分

掲記いたしました。

なお、前事業年度の営業外収益の「その他」に含まれて

いる「為替差益」は23百万円であります。

───────
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注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度
（平成18年１月31日）

当事業年度
（平成19年１月31日）

※１　担保に供している資産 ※１　担保に供している資産

定期預金    981百万円 定期預金      2,397百万円

同上に対する債務  

関係会社の借入金    223百万円

（74,250千タイバーツ)

 上記の他、定期預金1,400百万円を銀行取引保

証のため、8百万円を営業取引保証のためそれぞ

れ担保に供しております。

定期預金2,381百万円を銀行取引保証のため、16百

万円を営業取引保証のためそれぞれ担保に供してお

ります。

※２　会社が発行する

株式の総数
普通株式   278,000千株

発行済株式の総数 普通株式    78,281千株

※２　会社が発行する

株式の総数
普通株式   278,000千株

発行済株式の総数 普通株式  78,281千株

※３　会社が保有する

自己株式の数
普通株式     4,123千株

※３　会社が保有する

自己株式の数
普通株式     4,149千株

※４　関係会社にかかわる注記 ※４　関係会社にかかわる注記

売掛金    255百万円

立替金      2,525百万円

立替支払手形      2,226百万円

売掛金       357百万円

立替金      1,118百万円

立替支払手形        858百万円

※５　立替支払手形は関係会社の仕入、債務等の代行払い

として振り出した支払手形であり、それに対応する

債権は流動資産の「立替金」に含まれております。

※５　立替支払手形は関係会社の仕入、債務等の代行払い

として振り出した支払手形であり、それに対応する

債権は流動資産の「立替金」に含まれております。

※６　貸付有価証券及び預り担保金 ※６　貸付有価証券及び預り担保金

投資有価証券には、金融機関に貸出している上場株

式4,662百万円が含まれおります。また、当該貸付

有価証券に係る現金による受入担保は、預り担保金

として表示しております。

投資有価証券には、金融機関に貸出している上場株

式2,567百万円が含まれおります。また、当該貸付

有価証券に係る現金による受入担保は、預り担保金

として表示しております。

　７　偶発債務 　７　偶発債務

(1）金融機関からの借入金に対する保証 (1）金融機関からの借入金に対する保証

RONDEX(Thailand)CO.,LTD.    223百万円

（74,250千タイバーツ)

従業員(住宅資金) 1

計  224

従業員(住宅資金) 1百万円 

  

(2）信用状開設に対する保証 (2）信用状開設に対する保証

NAIGAI APPAREL(H.K.)LTD.    169百万円

（1,437千米ドル)

NAIGAI APPAREL(H.K.)LTD.       93百万円

（765千米ドル)

　８　配当制限 　８　　　　　　　　─────

商法施行規則第124条第３号の規定する、資産に時

価を付したことにより増加した純資産額は2,255百

万円であります。
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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　売上原価に算入されている商品評価損 ※１　売上原価に算入されている商品評価損

低価法による商品評価損   2百万円

季節商品の陳腐化等

による商品評価損
292

計 295

低価法による商品評価損    2百万円

季節商品の陳腐化等

による商品評価損
 270

計  273

※２　ナイガイアパレル株式会社よりの量販店向婦人外衣

事業移管に伴う受入高であります。

※２　ナイガイアパレル株式会社よりのＳＰＡ事業（リン

クイットオール）移管に伴う受入高であります。

※３　特別損失に計上されているたな卸資産整理損への振

替高136百万円及び店舗整理費用への振替高87百万円

であります。

※３　　　　　　　　　─────

※４　この中には関係会社からのものが422百万円含まれて

おります。

※４　この中には関係会社からのものが399百万円含まれ

ております。

※５　土地の売却益6,704百万円他であります。 ※５　土地の売却益407百万円であります。

※６　土地の売却損290百万円他であります。 ※６　固定資産除却損12百万円他であります。

※７　子会社投資損失の内訳

貸倒引当金繰入額2,757百万円であります。

※７　　　　　　　　　─────

 

※８　希望退職関連費用の内訳

割増退職金217百万円、大量退職にともなう過去勤務

債務の費用処理額△70百万円、数理計算上の差異の

費用処理額104百万円及び再就職支援費用23百万円で

あります。

※８　　　　　　　　　─────
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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）

※９ 　　　　　　　─────

 

※９　減損損失　

当事業年度において、当社は以下の資産または資産

グループについて減損損失を計上しております。

(1)減損損失を認識した資産グループ及び金額

場所 用途 種類
減損損失

（百万円）

愛知県

名古屋市

 事務所（売

却予定資産）
 土地、建物 147

兵庫県

西宮市
 貸与資産  土地、建物 28

岩手県盛岡市、

埼玉県さいた

ま市、千葉県

柏市、愛知県

春日井市、神

奈川県藤沢市、

千葉県八千代

市、東京都調

布市、千葉県

成田市、大阪

府大阪市、徳

島県徳島市、

愛知県名古屋

市、福岡県北

九州市、兵庫

県神戸市

 店舗

 建物、その

他の有形固定

資産（工具・

器具及び備

品）、長期

前払費用

60

(2)減損損失を認識するに至った経緯

継続的に営業損失を計上しており、かつ、将来キャッ

シュ・フローの見積り総額が各資産の帳簿価額を下回

る資産グループ及び地価の著しい下落または賃貸料水

準の著しい低下に伴い収益性が著しく低下している資

産グループ並びに、遊休状態にあり、売却予定の資産

グループの帳簿価額を回収可能額まで減額し、当該減

少額を減損損失として特別損失に計上しております。

(3)資産のグルーピングの方法

主として継続的に収支の把握を行っている事業部門を

基礎とし、店舗及び賃貸物件ごとにグルーピングして

おります。

(4)回収可能価額の算定方式

資産グループの回収可能価額は、賃貸資産及び売却予

定資産については正味売却額により、店舗については

使用価値によりそれぞれ測定しております。正味売却

額は固定資産税評価額等を基に算定した金額または売

却予定額により、使用価値は将来キャッシュ・フロー

に基づき算定しております。
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（株主資本等変動計算書関係）

当事業年度（自　平成18年２月１日　至　平成19年１月31日）

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 4,123,985 25,100 － 4,149,085

合計 4,123,985 25,100 － 4,149,085

（リース取引関係）

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる　

 　もの以外のファイナンス・リース取引

１．リース物件の所有権が借主に移転すると認められる　

 　もの以外のファイナンス・リース取引

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

①　リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額

及び期末残高相当額

取得価額

相当額

減価償却

累計額

相当額

期末残高

相当額

（百万円） （百万円） （百万円）

工具・器具

及び備品
326 200 126

ソフトウェア 313 160 153

合計 640 360 280

取得価額

相当額

減価償却

累計額

相当額

期末残高

相当額

（百万円） （百万円） （百万円）

工具・器具

及び備品
204 148 55

ソフトウェア 285 134 151

合計 490 283 206

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年内    131百万円

１年超 154

計 285

１年内 88百万円

１年超 119

計 208

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    154百万円

減価償却費相当額 146

支払利息相当額 8

支払リース料       134百万円

減価償却費相当額 127

支払利息相当額 5

④　減価償却費相当額の算定方法 ④　減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法によっております。

左に同じ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　

⑤　利息相当額の算定方法 ⑤　利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差額

を利息相当額とし、各期への配分方法については、利

息法によっております。

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。

２．オペレーティング・リース取引

（借手側）

　　 未経過リース料

１年内    276百万円

１年超 1,291

計 1,568

２．オペレーティング・リース取引

（借手側）

　　 未経過リース料

１年内       276百万円

１年超 1,014

計 1,291
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（有価証券関係）

前事業年度（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（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はありません。

（税効果会計関係）

前事業年度
（平成18年１月31日）

当事業年度
（平成19年１月31日）

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

１　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳

繰延税金資産

たな卸資産評価損否認    167百万円

貸倒引当金繰入限度超過額 1,642

子会社投資損失引当金

繰入限度超過額
401

返品調整引当金繰入限度

超過額
52

退職給付引当金繰入限度

超過額
849

投資有価証券評価損否認 197

繰越欠損金 5,431

その他 155

繰延税金資産小計 8,897

評価性引当額 △8,897

繰延税金資産合計  ―

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1,272

繰延税金負債小計 △1,272

繰延税金負債の純額 △1,272

繰延税金資産

たな卸資産評価損否認       109百万円

貸倒引当金繰入限度超過額 1,700

子会社投資損失引当金

繰入限度超過額
401

返品調整引当金繰入限度

超過額
93

退職給付引当金繰入限度

超過額
899

投資有価証券評価損否認 197

減損損失否認 90

繰越欠損金 5,162

その他 161

繰延税金資産小計 8,816

評価性引当額 △8,816

繰延税金資産合計 ― 

繰延税金負債

その他有価証券評価差額金 △1,071

繰延税金負債小計 △1,071

繰延税金負債の純額 △1,071

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要な項目の内訳

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要な項目の内訳

法定実効税率 40.5％

(調整)

評価性引当額 △41.2

交際費等損金不算入 0.8

住民税均等割 0.7

その他 △0.1

税効果会計適用後の

法人税等の負担率
0.7

法定実効税率 　40.5％

(調整)

評価性引当額 △56.0

交際費等損金不算入 19.1

住民税均等割 19.6

その他 △3.6

税効果会計適用後の

法人税等の負担率
19.6
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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      198.71円

１株当たり当期純利益      39.95円

１株当たり純資産額      196.00円

１株当たり当期純利益        1.46円

潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株

式がないため記載しておりません。

　左に同じ。

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

前事業年度
（自　平成17年２月１日

至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

当期純利益      2,963百万円

普通株主に帰属しない金額 －百万円

普通株式に係る当期純利益     2,963百万円

期中平均株式数     74,173,536株

当期純利益      108百万円

普通株主に帰属しない金額 　－百万円

普通株式に係る当期純利益        108百万円

期中平均株式数     74,146,028株

（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）

（固定資産の譲渡）

当社は平成18年３月24日開催の取締役会にて下記の通り、

固定資産の譲渡を決議し、同年３月27日付で譲渡契約を

締結しております。

（1） 譲渡の理由

　　　大阪オフィスビルの老朽化とスペース効率の改

　　　善のため売却処分いたします。

（2） 譲渡の内容

　　　資産の内容及び所在地

　　　土地　　483.41㎡

　　　建物　2,919.54㎡

　　　大阪府大阪市中央区久太郎町1丁目6-31

（3） 譲渡先

　　　ヤスダエンジニアリング株式会社

（4） 損益に与える影響

　　　平成19年１月期の損益計算書において、固定資

　　　産売却益約４億円を特別利益に計上する予定で

　　　あります。

───────
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７．部門別売上高
 （単位：百万円、単位未満切捨）

部門

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） 増減金額 増減率

金額 構成比率 金額 構成比率

内需

靴下

％ ％ ％

紳士靴下 7,235 25.6 6,410 22.6 △824 △11.4

婦人・子供靴下 8,064 28.5 7,109 25.0 △955 △11.8

小計 15,300 54.1 13,520 47.6 △1,779 △11.6

外衣

紳士外衣 1,800 6.3 1,078 3.8 △721 △40.1

婦人外衣 567 2.0 2,567 9.0 2,000 －

子供外衣 8,708 30.8 8,809 31.1 100 1.2

小計 11,075 39.1 12,454 43.9 1,378 12.4

その他 1,056 3.7 1,556 5.5 500 47.4

計 27,432 96.9 27,531 97.0 99 0.4

輸出 501 1.8 446 1.6 △55 △11.1

その他 378 1.3 387 1.4 9 2.5

合計 28,312 100.0 28,365 100.0 53 0.2

 

８．役員の異動

１.代表取締役の異動（平成19年２月27日開示済み）

　平成19年４月１日予定

　①新任代表取締役候補

　　代表取締役専務取締役　石古　茂　　（現　取締役（社外・非常勤））　　

 

２.その他の役員の異動

 平成19年４月26日予定

　①新任監査役候補

　　社外監査役（非常勤）　柳村　幸一　（現　室町殖産株式会社代表取締役社長）

　②退任予定監査役

　　社外監査役（非常勤）　清水　克彦 

　③補欠監査役候補

　　補欠監査役　　　　　　柏木　修一　（現　柏木総合法律事務所　パートナー弁護士）
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