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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 7,721 (△11.5) △487 (　－　) △475 (　－　)

18年１月期 8,721 ( 　8.2) 29 (　－　) 47 (　－　)

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 △764 ( － ) △41 87 － － － △5.7 △6.2

18年１月期 80 ( － ) 4 39 3 23 6.9 0.5 0.5

（注）①期中平均株式数 19年１月期           18,248,032株 18年１月期 18,249,193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 8,381 429 5.1 △113 48

18年１月期 9,817 1,196 12.2 △71 41

（注）①期末発行済株式数 19年１月期           18,247,716株 18年１月期 18,248,516株

②期末自己株式数 19年１月期       27,284株 18年１月期 26,484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 6,000 30 20

通　期 11,450 40 30

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）　　　1円　64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（％）中間期末 期末 年間

18年１月期 － － － － － －

19年１月期 － － － － － －

20年１月期（予想） － － －    

※　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。

(個 1)



７．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 ※１ 2,185,829 992,553 △1,193,276

２．受取手形 273,337 261,798 △11,539

３．売掛金 1,663,699 1,520,541 △143,157

４．製品及び商品 2,100,586 2,196,031 95,444

５．原材料 152,892 111,392 △41,499

６．仕掛品 2,627 － △2,627

７．貯蔵品 6,764 7,453 689

８．前払費用 27,869 33,090 5,220

９．関係会社短期貸付金 235,750 144,500 △91,250

10．未収入金 ※４ 81,786 83,801 2,015

11．前払金  62,115 47,619 △14,496

12．未収還付消費税等 － 33,959 33,959

13．その他 30,630 19,693 △10,936

14．貸倒引当金 △1,554 △1,568 △13

流動資産合計 6,822,333 69.5 5,450,868 65.0 △1,371,464

Ⅱ　固定資産  

１．有形固定資産  

(1）建物 ※１ 1,314,735 1,345,015  

減価償却累計額 777,755 536,980 804,295 540,719 3,739

(2）構築物 29,668 24,514  

減価償却累計額 25,361 4,306 21,080 3,434 △872

(3）機械及び装置 2,200 －  

減価償却累計額 1,735 464 － － △464

(4）工具器具及び備品 102,639 107,152  

減価償却累計額 77,746 24,893 79,892 27,260 2,367

(5）土地 ※１ 278,762 278,587 △175

(6）建設仮勘定  － 616 616

有形固定資産合計 845,407 8.6 850,618 10.2 5,211

２．無形固定資産  

(1）商標権 174,059 156,569 △17,490

(2）ソフトウェア 35,988 33,395 △2,593

(3）電話加入権 13,869 13,869 －

(4）その他 115 88 △26

無形固定資産合計 224,032 2.3 203,922 2.4 △20,109

(個 2)



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）

３．投資その他の資産  

(1）投資有価証券 58,051 75,098 17,047

(2）関係会社株式 976,250 985,000 8,750

(3）出資金 17,962 18,559 597

(4）関係会社出資金 202,448 202,448 －

(5）関係会社長期貸付金 562,500 666,000 103,500

(6）破産更生債権等 17,528 3,843 △13,685

(7）長期前払費用 31,846 37,386 5,539

(8）差入保証金 ※４ 289,401 117,850 △171,551

(9）その他 3,610 3,610 －

(10）貸倒引当金 △17,230 △4,193 13,037

(11）投資損失引当金 △235,750 △229,500 6,250

投資その他の資産合計 1,906,618 19.4 1,876,103 22.4 △30,514

固定資産合計 2,976,057 30.3 2,930,644 35.0 △45,412

Ⅲ　繰延資産  

　　新株発行費 18,975 － △18,975

繰延資産合計 18,975 0.2 － － △18,975

資産合計 9,817,366 100.0 8,381,513 100.0 △1,435,853
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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）

（負債の部）  

Ⅰ　流動負債  

１．支払手形 786,697 393,766 △392,931

２．買掛金 ※４ 1,139,063 1,201,190 62,127

３．短期借入金 ※１ 4,960,000 4,765,000 △195,000

４．一年以内返済予定の長期借
入金

※１ 52,000 － △52,000

５．未払金 ※４ 279,927 226,934 △52,993

６．未払費用 104,754 88,901 △15,852

７．未払法人税等 21,798 18,252 △3,545

８．未払消費税等 59,234 － △59,234

９．預り金 17,858 27,285 9,427

10．賞与引当金 26,376 33,100 6,724

11．返品調整引当金 222,950 216,625 △6,325

流動負債合計 7,670,661 78.1 6,971,056 83.2 △699,605

Ⅱ　固定負債  

１．繰延税金負債 8,568 6,232 △2,336

２．退職給付引当金 941,254 975,047 33,792

固定負債合計 949,823 9.7 981,279 11.7 31,455

負債合計 8,620,484 87.8 7,952,335 94.9 △668,149

 

（資本の部）  

Ⅰ　資本金 ※２ 4,594,441 46.8 － － －

Ⅱ　利益剰余金  

当期未処理損失 3,396,243 － －

利益剰余金合計 △3,396,243 △34.6 － － －

Ⅲ　その他有価証券評価差額金 12,484 0.1 － － －

Ⅳ　自己株式 ※３ △13,800 △0.1 － － －

資本合計 1,196,881 12.2 － － －

負債・資本合計 9,817,366 100.0 － － －

 

(個 4)



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   － －  4,594,441 54.8 －

２．利益剰余金         

その他利益剰余金         

繰越利益剰余金  －   △4,160,309    

利益剰余金合計   － －  △4,160,309 △49.6 －

３．自己株式   － －  △14,033 △0.2 －

株主資本合計   － －  420,097 5.0 －

Ⅱ　評価・換算差額等         

その他有価証券評価差額金   － －  9,080 0.1 －

評価・換算差額等合計   － －  9,080 0.1 －

純資産合計   － －  429,177 5.1 －

負債純資産合計   － －  8,381,513 100.0 －

 

(個 5)



(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 8,721,844 100.0 7,721,957 100.0 △999,887

Ⅱ　売上原価  

１．製品及び商品期首たな卸高 2,330,450 2,100,586  

２．当期商品仕入高 3,332,687 3,565,310  

３．当期製品製造原価 1,788,383 1,471,961  

合計 7,451,521 7,137,858  

４．他勘定振替高 ※１ 1,189 233,971  

５．製品及び商品期末たな卸高 2,100,586 5,349,744 2,196,031 4,707,856 △641,888

返品調整引当金戻入額 255,987 222,950 △33,037

返品調整引当金繰入額 222,950 216,625 △6,325

売上総利益 3,405,137 3,020,425 △384,711

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※２ 3,375,561 3,508,256 132,695

営業利益又は営業損失(△) 29,576 0.3 △487,830 △6.3 △517,406

Ⅳ　営業外収益  

１．受取利息 ※６ 14,335 14,113  

２．受取配当金 ※６ 3,656 3,173  

３．受取経営指導料 ※６ 19,080 10,590  

４．受取賃料 ※６ 56,404 56,921  

５．受取販売手数料 24,794 18,644  

６．その他の営業外収益 ※６ 19,901 138,172 1.6 19,880 123,324 1.6 △14,848

Ⅴ　営業外費用  

１．支払利息  85,143 75,564  

２．新株発行費償却 18,975 18,975  

３．賃料原価 15,720 14,035  

４．その他の営業外費用 131 119,970 1.4 2,795 111,370 1.4 △8,600

経常利益又は経常損失(△) 47,778 0.5 △475,876 △6.2 △523,655

(個 6)



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．貸倒引当金戻入額 7,403 547  

２．固定資産売却益 ※３ 1,390 －  

３．投資有価証券売却益  34,241 －  

４．投資損失引当金戻入額  － 6,250  

５．子会社清算益 － 43,035 0.5 195,761 202,559 2.6 159,523

Ⅶ　特別損失  

１．固定資産売却損 ※４ － 106  

２．固定資産除却損 ※５ 408 17,399  

３．投資有価証券評価損 1,341 －  

４．特別退職金 － 32,399  

５．商品評価損 － 231,347  

６．材料評価損 － 60,913  

７．子会社株式評価損 － 134,999  

８．長期前払費用一括償却
 
 

－ 1,750 0.0 3,238 480,405 6.2 478,655

税引前当期純利益又は純損
失(△)

89,064 1.0 △753,722 △9.8 △842,786

法人税、住民税及び事業税 9,031 0.1 10,343 0.1 1,311

当期純利益又は純損失(△) 80,032 0.9 △764,066 △9.9 △844,098

前期繰越損失 3,476,276 － －

当期未処理損失 3,396,243 － －
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製造原価明細書

前事業年度
（自　平成17年２月１日
至　平成18年１月31日）

当事業年度
（自　平成18年２月１日
至　平成19年１月31日）

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）

Ⅰ　材料費 764,610 43.2 610,995 41.5 △153,614

Ⅱ　労務費 201,912 11.4 124,388 8.5 △77,523

Ⅲ　経費 803,694 45.4 733,950 50.0 △69,743

（うち外注加工費） (763,504) (704,839) △58,664

当期総製造費用 1,770,216 100.0 1,469,334 100.0 △300,882

期首仕掛品たな卸高 20,794 2,627 △18,167

合計 1,791,010 1,471,961 △319,049

期末仕掛品たな卸高 2,627 － △2,627

当期製品製造原価 1,788,383 1,471,961 △316,422

（脚注）

前事業年度 当事業年度

原価計算の方法 予定原価（一部標準原価）を用いて総合原
価計算を実施しております。
なお、上表は実際原価をもって表示してお
ります。

同左

(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 3,396,243

Ⅱ　次期繰越損失 3,396,243

　（注）日付は株主総会承認日であります。

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 評価・換算差額等

純資産合計
資本金

 利益剰余金

自己株式 株主資本合計
その他有価証券　

評価差額金
その他利益剰余金

繰越利益剰余金

平成18年１月31日　残高
（千円）

4,594,441 △3,396,243 △13,800 1,184,396 12,484 1,196,881

事業年度中の変動額

当期純損失  △764,066  △764,066  △764,066

自己株式の取得   △232 △232  △232

株主資本以外の項目の事業年
度中の変動額（純額）

    △3,404 △3,404

事業年度中の変動額合計
（千円）

－ △764,066 △232 △764,298 △3,404 △767,703

平成19年１月31日　残高
（千円）

4,594,441 △4,160,309 △14,033 420,097 9,080 429,177

(個 8)



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）

────── 　当社は、当事業年度において764,066千円の当期純損失

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。

　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

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

移動平均法による原価法を採用しております。

１．有価証券の評価基準及び評価方法

子会社株式

同左

その他の有価証券

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）を採用しております。

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を採用しております。

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．たな卸資産の評価基準及び評価方法

製品及び商品、仕掛品

総平均法による原価法を採用しております。

３．たな卸資産の評価基準及び評価方法

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を採用しております。

原材料、貯蔵品

同左

４．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（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　　　　　　　　　　　　　　　３～50年

機械及び装置　　　　　　　　　　　　　７年

工具器具及び備品　　　　　　　　　２～20年

４．固定資産の減価償却の方法

(1）有形固定資産

定率法を採用しております。

ただし、平成10年４月１日以降に取得した建物

（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　　　　　　　　　　　　　　　６～50年

機械及び装置　　　　　　　　　　　　　７年

工具器具及び備品　　　　　　　　　３～20年

(2）無形固定資産

定額法を採用しております。

なお、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。

(3）長期前払費用

同左

５．繰延資産の処理方法

新株発行費

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。

 

 

 

５．繰延資産の処理方法

新株発行費

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。
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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）

６．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、円貨に換算しております。

６．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

同左

７．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

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。

７．引当金の計上基準

(1）貸倒引当金

同左

(2）投資損失引当金

子会社への投資に対する損失に備えるため、当該

子会社の資産内容等を勘案して計上しております。

(2）投資損失引当金

同左

(3）賞与引当金

従業員の賞与の支給に備えるため、翌期支給見込

額のうち当事業年度に帰属する額を計上しており

ます。

(3）賞与引当金

同左

(4）返品調整引当金

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。

(4）返品調整引当金

同左

(5）退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末に

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、各事業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

翌事業年度から費用処理することとしております。

(5）退職給付引当金

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。

８．リース取引の処理方法

同左

９．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、税抜方式に

よっております。

９．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

同左
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会計処理の変更

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）

　　　　　　 ────── 　（貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準）

　当中間会計期間より、「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429,177千円で

あります。

　なお、財務諸表等規則の改正により、当会計年度にお

ける貸借対照表の純資産の部については、改正後の財務

諸表等規則により作成しております。 

追加情報

前事業年度
（自　平成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18年１月20日開催の当社取締役会並びに当社の子

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

（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．担保資産

短期借入金950,000千円の担保に供している資産

※１．担保資産

短期借入金950,000千円の担保に供している資産

建物        507,767千円

土地        270,697

建物 481,492千円

土地      270,697

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．授権株式数　　　普通株式   30,000,000株

　　　　　　　　　　　優先株式    6,000,000株

発行済株式総数　普通株式 18,275,000株

　　　　　　　　優先株式    5,000,000株

※２． 　　　　　　　―――――  

※３．自己株式

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．関係会社に係る科目 ※４．関係会社に係る科目

未収入金         37,207千円

差入保証金       212,124

買掛金      65,932

未払金      32,856

未収入金 21,083千円

買掛金 52,536

未払金    23,919

　５．偶発債務

関係会社の借入金に対する保証債務

　５．偶発債務

関係会社の借入金に対する保証債務

高山ＣＨＯＹＡソーイング㈱      95,000千円

ＣＨＯＹＡタケナカ㈱    200,000

高山ＣＨＯＹＡソーイング㈱ 35,000千円

  

　６．準備金による欠損填補 　６． 　　　　　　　―――――

平成15年４月28日開催の定時株主総会の決議によ

り、下記により欠損填補を行っております。

資本準備金        455,870千円

平成16年４月28日開催の定時株主総会の決議によ

り、下記により欠損填補を行っております。

資本準備金        523,637千円

その他資本剰余金 1,500,405

　７．配当制限

商法施行規則第124条第３号に規定する資産に時

価を付したことにより増加した純資産は12,484千

円であります。

　７． 　　　　　　　―――――

　８．資本の欠損の金額     3,410,044千円 　８． 　　　　　　　―――――  
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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．他勘定振替高

見本品等に使用した製品及び商品の販売費への振

替高であります。

※１．他勘定振替高

商品評価損の特別損失への振替高および見本品等

に使用した製品及び商品の販売費への振替高であ

ります。

※２．販売費及び一般管理費

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。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。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      470,840千円

販売促進費（人件費） 730,218

運賃・荷造梱包費    678,506

従業員給料・賞与 　　 470,116

賞与引当金繰入額       20,975

退職給付引当金繰入額  134,153

賃借料  128,076

減価償却費       64,540

ロイヤルティ 428,661千円

販売促進費（人件費） 770,344

運賃・荷造梱包費    552,992

従業員給料・賞与 　519,908

賞与引当金繰入額    31,898

退職給付引当金繰入額 116,904

賃借料 256,693

減価償却費 71,660

※３．固定資産売却益の内容 ※３．　　 　　　　──────

建物        1,180千円

土地       209

計 1,390

※４．　　 　　　　────── ※４．固定資産売却損の内容

建物 63千円

土地  40

その他  2

計 106

※５．固定資産除却損の内容 ※５．固定資産除却損の内容

機械及び装置           11千円

工具器具及び備品      397

計        408

建物 6,511千円

その他  1,502

原状回復費用  9,386

計  17,399

※６．関係会社に係る科目 ※６．関係会社に係る科目

受取利息       14,309千円

受取配当金      3,096

受取経営指導料       19,080

受取賃料       56,404

その他の営業外収益  360

受取利息    14,016千円

受取配当金     2,773

受取経営指導料      10,590

受取賃料      56,404

その他の営業外収益    9,603

（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（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。
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①　リース取引

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

138,236 75,060 63,176

ソフトウェア 78,384 42,853 35,530

合計 270,320 147,441 122,878

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

133,313 87,482 45,830

ソフトウェア 61,508 35,658 25,849

合計 252,262 146,100 106,162

(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       52,900千円

１年超 74,507

合計 127,408

１年内 47,464千円

１年超 62,497

合計 109,962

(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       59,699千円

減価償却費相当額        55,027

支払利息相当額       4,910

支払リース料  58,627千円

減価償却費相当額   54,279

支払利息相当額       3,619

(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

　　　　　　 ──────

②　有価証券

　前事業年度（平成18年１月31日現在）及び当事業年度（平成19年１月31日現在）における子会社株式で時価のあ

るものはありません。
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③　税効果会計

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　　　　　　　　　　　　　　（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 3,509,071

退職給付引当金損金算入限度超過額 377,437

返品調整引当金繰入額 90,740

たな卸資産評価損 24,094

値引見込額 22,417

投資損失引当金 95,950

減損損失 54,189

その他 34,944

繰延税金資産小計 4,208,845

評価性引当額 △4,208,845

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 △8,568

繰延税金負債合計 △8,568

繰延税金資産

繰越欠損金 3,583,636

退職給付引当金損金算入限度超過額 396,844

返品調整引当金繰入額 88,166

たな卸資産評価損 155,055

値引見込額 19,179

投資損失引当金 148,351

減損損失 54,189

その他 34,887

繰延税金資産小計 4,480,310

評価性引当額 △4,480,310

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 △6,232

繰延税金負債合計 △6,232

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 △46.8

交際費等一時差異ではない項目 2.5

住民税均等割 10.1

その他 3.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率 10.1

法定実効税率 40.7

（調整）

評価性引当額 △50.6

交際費等一時差異ではない項目 △0.2

住民税均等割 △1.3

その他 10.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △1.3

(個 16)



（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      △71円41銭        △113円48銭

１株当たり当期純利益又は純損失

(△)
      4円39銭        △41円87銭

潜在株式調整後１株当たり当期純利益       3円23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。

　当事業年度の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）

　当事業年度から、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）

 純資産の部の合計額（千円） － 429,177

 純資産の部の合計額から控除する金額（千円） － 2,500,000

（うち優先株式払込金額（千円））  (－) (2,500,000)

普通株式に係る期末の純資産額（千円） － △2,070,822

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

(個 17)



（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株当たり当期純利益又は純損失金額   

当期純利益又は純損失(△)（千円） 80,032 △764,066

普通株主に帰属しない金額（千円） － －

普通株式に係る当期純利益又は純損失(△)

（千円）
80,032 △764,066

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）

　平成19年２月１日をもって子会社ＣＨＯＹＡタケナカ株式会社の事業のうち営業販売に関する事業を譲受けました。

当該譲受けは、当社と子会社ＣＨＯＹＡタケナカ株式会社の百貨店チャネルの得意先が重なっていることから、売場

の管理、売上げ管理等営業販売に関する社内システムの一元化、物流の効率化を行い、営業、販売にかかる人員の削

減を促進し百貨店取引の効率化を図ることを目的としております。 

（1）譲受け資産、負債の項目および金額

資産   

　商品 289,748千円

　貯蔵品 5,669千円

　長期前払費用 7,860千円

　差入保証金 17,800千円

　合計 321,078千円

負債   

　未払金 718千円

　合計 718千円

（2）譲受けの価格および決済方法

　  ① 譲受価格　　　320,360千円

　  ② 決済方法　　　現金

　  ③ 支払時期　　　平成19年４月末日

(個 18)



８．部門別(製品別）売上高明細表
 （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 8,262,551 688,545 94.7 7,294,388 607,865 94.4

カジュアルウエア 445,904 37,158 5.1 422,144 35,178 5.5

メンズスーツ等 3,766 313 0.1 － － －

レディースウエア 9,623 801 0.1 5,424 452 0.1

合計 8,721,844 726,820 100.0 7,721,957 643,496 100.0

　（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　金額に消費税等は含まれておりません。

(個 19)



９．役員の異動
 　

１ 新任取締役候補

取締役 営業本部副本部長兼営業第一部長　　坂東　幸作（現 営業本部営業第一部部長）

 

取締役 営業本部営業第三部長 　　　  　　 朝香　通男（現 営業本部営業第三部部長）

 

取締役 営業本部営業第一部部付部長 　     太田　雅男（現 営業本部営業第一部部長職）

 

取締役 （社外取締役）　　　 　　　       富沢誠一郎（現 日清紡績株式会社上席執行役員

繊維事業本部副本部長）

 

２ 補欠監査役候補

補欠監査役 （社外監査役）　　　　　      河田　正也（現 日清紡績株式会社執行役員人事本部長

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・経理本部副本部長）　　

　　　　　　　　　　　

 

なお、本役員人事は、平成19年４月24日開催予定の第96回定時株主総会およびその後の取締役会において正式に決定

される予定です。　

(個 20)


