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１．平成19年９月中間期の連結業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）連結経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 29,279 △7.9 △1,970 － △1,607 － △1,965 －

18年９月中間期 31,775 9.6 △884 － △366 － △1,033 －

19年３月期 66,892  △1,935  △772  △747  

１株当たり中間
（当期）純利益

潜在株式調整後１株当たり

中間（当期）純利益

円 銭 円 銭

19年９月中間期 △87 93 － －

18年９月中間期 △46 57 － －

19年３月期 △33 55 － －

（参考）持分法投資損益 19年９月中間期 △4百万円 18年９月中間期 0百万円 19年３月期 △3百万円

(2）連結財政状態

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９月中間期 32,961 3,429 2.9 42 14

18年９月中間期 34,352 4,335 8.0 123 56

19年３月期 33,511 4,573 9.2 138 35

（参考）自己資本 19年９月中間期 942百万円 18年９月中間期 2,760百万円 19年３月期 3,090百万円

(3）連結キャッシュ・フローの状況

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９月中間期 △1,537 654 △1,148 4,445

18年９月中間期 △308 △2,002 1,691 4,662

19年３月期 239 1,608 △676 6,486

２．配当の状況

１株当たり配当金

（基準日） 第１四半期末 中間期末 第３四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

19年３月期 － － － － － － 5 00 5 00

20年３月期 － － － － － －

20年３月期（予想） － － － － 5 00 5 00

３．平成20年３月期の連結業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 64,200 △4.0 △1,900 － △1,550 － △1,900 － △84 92
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４．その他

(1）期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）　有

新規 ２社（社名　㈱松崎、松崎生産㈱） 除外 ２社（社名 堀田産業㈱、㈲九州アールシー）

（注）詳細は、９ページ「企業集団の状況」をご覧ください。

(2）中間連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（中間連結財務諸表作成のための基本とな

る重要な事項の変更に記載されるもの）

①　会計基準等の改正に伴う変更　有

②　①以外の変更　　　　　　　　有

（注）詳細は、29ページ「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」の５.加工を伴う商品の売

上計上基準の変更、６.ロイヤルティの売上計上基準の変更、７.信販会社のリベートの計上区分の変更をご

覧ください。

(3）発行済株式数（普通株式）

①　期末発行済株式数（自己株式を含む） 19年９月中間期 22,388,858株 18年９月中間期 22,352,858株 19年３月期 22,352,858株

②　期末自己株式数 19年９月中間期 15,858株 18年９月中間期 15,858株 19年３月期 15,858株

（注）１株当たり中間（当期）純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、64ページ「１株当たり情報」

をご覧ください。

（参考）個別業績の概要

１．平成19年９月中間期の個別業績（平成19年４月１日～平成19年９月30日）

(1）個別経営成績 （％表示は対前年中間期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 中間（当期）純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

19年９月中間期 386 △5.9 89 7.1 59 － △1,281 －

18年９月中間期 410 0.8 83 68.4 △19 － △89 －

19年３月期 822 － 155 － △6 － △152 －

１株当たり中間
（当期）純利益

円 銭

19年９月中間期 △57 31

18年９月中間期 △4 04

19年３月期 △6 86

(2）個別財政状態

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９月中間期 11,827 1,564 13.2 69 93

18年９月中間期 13,180 3,041 23.1 136 16

19年３月期 12,326 2,991 24.3 133 92

（参考）自己資本 19年９月中間期 1,564百万円 18年９月中間期 3,041百万円 19年３月期 2,991百万円

２．平成20年３月期の個別業績予想（平成19年４月１日～平成20年３月31日）

（％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
１株当たり
当期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 768 △6.6 140 △9.9 70 － △1,290 － △57 66

※　業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

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。

なお、上記予想に関する事項は添付資料の5ページを参照して下さい。
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１．経営成績
(1）経営成績に関する分析

①　当中間期の経営成績 

当中間連結会計期間におけるわが国経済は、輸出の増加が国内企業収益及び生産に与える影響が高まる傾向にある

一方で、国内の企業を取り巻く経営環境は、「コスト競争の激化」と「需要変動の拡大」の高まりなど競争環境が厳

しさを増しております。

消費を取り巻く環境をみると、景気回復が緩やかに長期化する中で、定率減税の廃止、住民税の負担増など単位労

働費用は依然低下を続けております。さらに原油価格の高騰、年金問題等、景気の先行きに対する不安等もあり、現

時点では個人消費は、2006 年後半に所得や消費者マインドが横ばいで推移する中、それまでの緩やかな増加が鈍化す

る動きを示してきております。 

このような状況の下、当社グループは、引き続きＭ＆Ａに取り組み、平成19年9月3日付で、連結子会社である堀田

丸正株式会社が、株式会社松崎及び松崎生産株式会社の全株式を取得し子会社といたしました。

更に、子会社の整理・統合、中核子会社の事業再編にも注力してまいりました。平成19年４月１日付で、当社グルー

プの洋装事業の統合を図り、経営資源を集中し、効率化と一体化を推進することを目的として洋装事業の中核子会社

であった株式会社丸正及び堀田産業株式会社の２社を株式会社丸正を存続会社として合併を行い、商号を堀田丸正株

式会社としたほか、同日付で飲食事業の株式会社ヤマノ・スエヒロ・ダイニングの事業を株式会社デイ・マックスに

譲渡し、統合いたしました。

既存子会社の状況といたしましては、和装事業は、昨年の過量販売による同業他社の連続倒産から巻き起こった業

界への不信感が払拭できない中、信販問題やクレジット販売に対する自主規制の厳格化もあり、昨年にも増して厳し

い状況で推移いたしました。洋装事業及びスポーツ用品を扱う健康関連事業におきましては、最盛期にあたる時期に、

7月の低温と長梅雨、その後一転して8月の記録的な猛暑等の異常気象により、スポーツ・アパレル業界は厳しい状況

下におかれました。宝飾事業におきましては、クレジット問題、金・プラチナの価格高騰による販売価格の上昇が、

利益率の低下や買い控えに繋がり、業績に影響いたしました。

当中間連結会計期間の既存子会社の状況は、各社とも売上高が苦戦している中で、業績維持の施策として雇用形態

の見直し、スクラップ＆ビルド、人員削減等、経費削減を進め、販売費及び一般管理費は、既存子会社の前年対比で

約16億円減少いたしました。 尚、当中間連結会計期間におきまして、連結子会社である堀田丸正株式会社の本社売却

による固定資産売却益約11億円を特別利益に計上しております。

当社グループは、加工を伴う販売の売上計上につきまして、従来は商品（反物、宝飾品等）の販売と加工を別個の

取引として認識をし、商品の販売時点に商品代金を売上に計上、加工が終了して顧客に商品を引き渡した時点で加工

代金を売上に計上しておりました。

従来は商品の販売が主であり、加工については他社で請け負うケースもあり、あくまでも付随的取引という認識に

基くものであり、商品販売と加工の請負については別伝票で処理を行い、別個の取引としての取り扱いをしておりま

した。

しかしながら、引渡しまでの期間が比較的長期化していることから、一連の取引として認識する方が合理的である

と考えられ、期間損益計算の一層の適正化を図り、より保守的な売上計上基準にするために、当中間連結会計期間か

ら、加工が終了し顧客に商品を引渡した時点で商品売上及び加工売上を計上することに変更いたしました。 

きものの反物の仕立は、1ヶ月から２ヶ月程度の時間を要することから、計上のタイミングのズレにより和装事業を

営む子会社の期間売上及び利益に多大な影響が出ました。宝飾事業及び洋装事業におきましても軽微ではありますが、

同様に影響が出ております。

これに伴い、従来の計上基準と比較すると、当中間連結会計期間での売上高及び利益への影響額として、売上高が

14億84百万円の減少、営業損失、経常損失、税金等調整前中間純損失がそれぞれ8億3百万円、中間純損失8億1百万円

の増加となりました。

  また、従来、少数株主持分として計上していた金額については、堀田産業㈱連結で認識しておりましたが、平成19

年４月１日付け合併に伴い、当該少数株主持分を負担する少数株主が存在しない可能性があると認識されたため、少

数株主持分を計上することが保守的であると判断したことから、追加で4億73百万円を計上することといたしました。

この結果、当中間連結会計期間の業績は、売上高292億79百万円（前年同期比7.9％減）、営業損失19億70百万円、

経常損失16億7百万円、中間純損失19億65百万円と減収減益となりました。

当会計年度における事業セグメント別の概況は次のとおりであります。

１）「和装事業」 

和装事業につきましては、仕立・加工に係る売上計上基準の変更による影響で、売上高が14億35百万円、営業利益

が7億79百万円それぞれ減少いたしました。和装業界の状況は、消費者の不信感が払拭されずに低迷が続いており、グ

ループ各社イベント、販促活動等で信頼回復に鋭意努力しておりますが、結果に結びついていない状況となっており

ます。
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この結果、和装事業の売上高は、61億18百万円（前期比19.5％減）となり、営業損失8億円（前中間期比較9億11百

万円損失増）となりました。 

２）「宝飾事業」

宝飾事業につきましては、貴金属材料である金・プラチナの価格高騰による販売価格の上昇や顧客ニーズの多様化

等により厳しい状況にあります。また、加工に係る売上計上基準の変更による影響で、売上高が47百万円、営業利益

が23百万円それぞれ減少いたしました。このような状況の下、小売部門では、不採算店舗の閉鎖を昨年に引き続き行

う一方で、新規出店と既存店舗のリニューアルも行い業績回復のための施策を進めております。

この結果、宝飾事業の売上高は、46億92百万円（前期比7.5％減）となり、営業利益19百万円（前期比101.2％増）

となりました。 

３）「洋装事業」 

洋装事業につきましては、7月の低温、長梅雨、8月の猛暑の異常気象という逆風の下、苦戦は強いられましたが、

中核会社である東京ブラウス株式会社が増収増益となったのを筆頭に、丸福商事株式会社を始めとする他の既存子会

社も業績低下を最低限に止め、平成19年1月に連結子会社として新規参入した丸善ヤマノ株式会社も売上高増加に寄与

いたしました。

この結果、洋装事業の売上高は69億22百万円（前期比15.2％増）となり、営業損失2億41百万円（前中間期比較79百

万円損失減）となりました。 

４）「寝装事業」

寝装事業につきましては、売上高の約90％を占める堀田丸正株式会社のソフラン本部の量販店本部は増収となった

ものの、専門店本部・ギフト本部が8月の猛暑の影響を受け苦戦し、ソフラン全体の売上高が前中間期比6.3％減とな

りました。

この結果、寝装事業の売上高は、13億51百万円（前期比2.4％増）となり、営業損失は99百万円（前中間期比較17百

万円損失減）となりました。 

５）「健康関連事業」 

健康関連事業につきましては、中核会社である株式会社ヤマノスポーツシステムズの春夏シーズンの柱であるアウ

トドア、マリン、スポーツアパレル部門が、7月の低温と長梅雨、その後一転して8月の記録的な猛暑等の異常気象に

よる影響が直接のマイナス要因となり、売上高前中間期比較で11億6百万減少（26.3%減）したのが、業績悪化の主要

因であるほか、平成19年3月にビッグバンスポーツ株式会社の株式譲渡により子会社から外れた影響で、前中間連結会

計期間と比較して売上高が8億48百万円減少しております。 

 この結果、健康関連事業の売上高は、42億2百万円（前期比35.3％減）となり、営業損失は5億1百万円（前中間期

比較58百万円損失増）となりました。

６）「ブランド事業」 

ブランド事業につきましては、営業活動においては順調に推移しておりますが、従来ロイヤルティの売上計上は、

ライセンシーに対し、KANSAIブランド等を付与した商品を作る権利を付与していたことから 契約期間開始時に一括し

て売上計上をしておりましたが、期間損益計算のより一層の適正化を図ることを目的にし、契約期間等に対応させて

期間按分し、売上計上することといたしました。この売上計上基準の変更により、期間損益が従来の基準と比較して、

売上高で2億13百万円（52％減）減少し、営業利益においても1億68百万円の減少となりました。

この結果、ブランド事業の売上高は、2億6百万円（前期比56.1％減）となり、営業損失82百万円（前中間期比1億91

百万円減益）となりました。 

７）「美容事業」 

美容事業につきましては、天候不順によるファッション関連消費の低迷の影響もあり、厳しい状況の中推移いたし

ました。美容室の運営では、昨年に引き続き不採算店舗の11店舗を整理し、閉鎖をする店と閉鎖によるコストを抑え

るためサブリースとしての形態での転用を行う店と切り分けながら損失の補填を進めております。 また株式会社ビュー

ティプラザは平成18年5月に子会社化したため、中間期での比較では売上高は2億23百万円、営業利益で27百万円の増

加となっております。

この結果、美容事業の売上高は、38億6百万円（前期比5.0％減）となり、営業損失45百万円（前中間期比較1億39百

万円損失減）となりました。 

８）「その他事業」 

その他事業につきましては、主に、金融事業、飲食事業等であります。飲食事業では株式会社デイ・マックス及び

有限会社エム・ジェイが当中間連結期間から連結上損益に加わったことにより、売上高5億44百万円、営業利益6百万

円が増加しております。また、株式会社ヤマノ1909プラザが新規参入したことにより売上高で8億22百万円増加しまし

たが、それに伴い営業損失の増加に繋がっております。

この結果、その他事業の売上高は、21億31百万円（前期比132.4％増）と大幅な増加となりましたが、営業損失は2

億13百万円となり、前中間期比較でも1億71百万円の損失増加となりました。 
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②　通期の見通し 

通期の見通しにつきましては、中間期と同様に厳しい経営環境が続くものと思われます。当中間期において大きく

計画未達になった事態を真摯に受け止め、販売戦略の見直しや当社グループの事業の選択と集中を進めるほか事業再

編を進め効率経営を目指します。

連結業績見通しは、売上高642億(前連結会計年度比4%減)、営業損失19億円、経常損失15億50百万円、当期純損失　

19億円であります。 

また、個別業績見通しは、売上高7億68百万円(前連結会計年度比6.6%減)、営業利益1億40百万円、経常利益70百万

円、当期純損失12億90百万円であります。  

 

(2）財政状態に関する分析

 ①　資産、負債、純資産及びキャッシュ・フローの状況に関する分析

 当中間連結会計期間末の資産につきましては、前連結会計年度末と比較し5億49百万円減少し329億61百万円となりま

した。

　流動資産は、前連結会計年度末と比べて6億99百万円増加し217億61百万円となりました。

これは、たな卸資産が15億46百万円増加しましたが、現金及び預金が10億90百万円及び受取手形及び売掛金が5億5百

万円減少したことによります。

　固定資産は、前連結会計年度末と比べて12億48百万円減少し112億円となりました。

これは、土地が4億26百万円及びのれんが4億72百万円減少したことによります。

  負債につきましては、前連結会計年度末と比較し5億94百万円増加し295億32百万円となりました。

  流動負債は、前連結会計年度末と比べて39億91百万円増加し241億25百万円となりました。

これは、1年以内返済予定長期借入金7億7百万円減少しましたが、短期借入金19億43百万円、1年以内償還予定社債12

億8百万円及び売上計上基準変更等により前受金が16億74百万円増加したことによります。

  固定負債は、前連結会計年度末と比べて33億97百万円減少し54億7百万円となりました。

これは、社債17億2百万円及び長期借入金が17億68百万円減少したことによります。

　純資産につきましては、前連結会計年度末と比べて11億43百万円減少し34億29百万円となりました。

これは、中間純損失等により株主資本が20億70百万円減少し、少数株主持分が10億4百万円増加したことによります。

 

 当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの状況

 　当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、たな卸資産の増加、有形固定資産

の売却による収入等の要因により一部相殺されたものの、税金等調整前中間純損失が7億79百万円（前年同期比1億6百

万円の損失減）になり、前中間連結会計期間末に比べ2億16百万円減少（同4.6％減）し、当中間連結会計期間末には

44億45百万円となりました。

 当中間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）

 営業活動の結果支出した資金は、15億37百万円（前年同期比で12億29百万円の収入減）となりました

 これは主に、税金等調整前中間純損失7億79百万円、売上債権の減少8億30百万円、仕入債務の増加2億20百万円、た

な卸資産の増加11億44百万円と非資金費用の増加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、6億54百万円（前年同期比で26億56百万円の収入増）となりました。

 　これは主に、有形固定資産の売却による収入16億51百万円、定期預金の預入による支出9億56百万円によるもので

あります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

 財務活動の結果支出した資金は、11億48百万円（前年同期比で28億39百万円の収入減）となりました。

 これは主に、短期借入金による収入19億43百万円、長期借入金の返済による支出24億76百万円、社債の償還による支

出4億90百万円によるものであります。
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（キャッシュ・フロー指標の推移）

平成16年３月期 平成17年３月期 平成18年３月期 平成19年３月期
平成19年９月　　

中間期

自己資本比率（％） 8.8 11.4 11.8 9.2 2.9

時価ベースの自己資本比率

（％）
15.0 34.3 27.7 14.0 11.2

債務償還年数（年） 7.5 ― 9.0 49.0 ―

インタレスト・カバレッジ・

レシオ（倍）
6.2 ― 7.0 0.9 ―

（注）１．各指標の算出は以下の算式を使用しております。

 　　　　自己資本比率：自己資本／総資産

　　　　 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産

　　　　 債務償還年数：有利子負債／営業キャッシュ・フロー

 　　　　インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー／利息の支払額

　　 ２．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。

　　 ３．株式時価総額は、期末株価終値×発行済株式総数（自己株式控除後）により算出しております。

４．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使用

しております。有利子負債は、連結貸借対照表(中間連結貸借対照表)に計上されている負債のうち利息を支

払っている全ての負債を対象としております。また、利息の支払額については、連結キャッシュ・フロー計

算書の利息の支払額を使用しております。

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

  当社における配当の基本方針は、株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして認識しております。安定的

な経営基盤の確保と株主資本利益率の向上に努めるとともに、当社の配当原資は、主に当社グループの子会社からの

経営指導料、業務委託収入、受取配当金となっているため財務状況等を総合的に勘案し業績に応じた成果の配分を行

うことを基本方針としております。

 また、「会社法第459条第１項の規定に基づき、取締役会の決議をもって剰余金の配当等を行うことができる。」旨

定款に定めております。

 当期の配当につきまして、当中間期の業績においては厳しい状況にありますが、下半期において経費の見直しや当社

グループの事業の選択と集中を進めるほか事業再編を進めていく所存であります。したがいまして、現時点おいては

当初予定の5円配当に変更がありません。なお、状況に変化がありましたら適宜開示させていただきます。
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(4）事業等のリスク

　当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に影響を及ぼす可能性のあるリスクには以下のようなものがありま

す。

①　業績変動のリスク

　当社グループの事業のうち和装品、宝飾品、洋装品、寝装品等は成熟産業に属しております。特に和装品、宝飾

品につきましては、高額品のため顧客にとって当社グループの商品を購入することは、多くの場合必要不可欠なこ

とであるとは言えません。また、当社グループのターゲット市場における景気後退及びそれに伴う需要の縮小は、

当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。そのほか、消費性向及び商品トレンドの変

化により売上高の減少、冷夏暖冬などの天候不順、台風などの気象状況により、売上を見込んでいる時期の業績が

伸び悩み、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

②　海外取引に伴う為替リスク

　当社グループは、海外から商品の一部を仕入ております。現在は、外貨建て取引に対する通貨スワップ等のリス

クヘッジを行っておりますが、今後中期的に海外より商品の仕入が増加すると予想され、これに伴い、為替変動が

業績に影響を与える可能性があります。

③　法的規制について

　当社グループの一部子会社は、主に家庭市場において和装品、宝飾品、健康関連商品等の訪問販売を行い、「特

定商取引に関する法律」の規制を受けており、当社グループとして法令遵守を徹底しております。将来、訪問販売

に関する規制を強化するような法改正が行われる等により、家庭訪問による販売体制の効率性を維持できなくなっ

た場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

④　顧客情報の管理について

　当社グループは販売の特性上、顧客情報を取り扱っております。当社グループといたしましては、社内教育を行

うなど顧客情報管理の徹底に努めておりますが、顧客情報の流出により問題が発生した場合、将来的な事業展開、

経営成績及び財政状況等に影響を及ぼす可能性があります。

⑤　投融資について

　当社グループは和装事業、洋装事業、宝飾事業等を軸として、主に民事再生会社等を中心にＭ＆Ａを積極的に展

開してまいりましたが、今後も幅広いビジネス展開を積極的に行っていく方針であります。その実現のために設備

投資、子会社設立、子会社の合併、買収等について、国内外を問わず行うことも考えられます。当社グループとい

たしましては、投融資案件に対し、リスク及びリターンを厳密に事前評価し投融資を行う予定でありますが、投融

資先の事業の状況が当社グループの業績に与える影響を確実に予想することは困難であり、当社グループの財政状

態及び経営成績に影響を与える可能性があります。

⑥　業績の季節的変動要因について

　当社グループには、季節的変動があり、売上高は第2四半期及び第4四半期へ集中する傾向にあります。

売上高は、グループ各社の合同展示会、新作発表会、春物等の展示会の開催により、第2四半期と第4四半期に集中

しております。

一方、費用面においては、売上高に関わらず広告宣伝費、人件費、賃借料等は、毎月発生する費用であるため、第

1四半期及び第3四半期の売上高に対する費用負担が大きくなっております。

⑦　資金調達について 

　当社グループは、銀行借入及び社債発行等によりM＆A資金及び運転資金等の資金調達を行っております。しかし

ながら、金融環境の変動・当社グループの信用力低下の場合には、資金調達が制約される可能性があり、その結果、

当社グループの業績が悪影響を受ける可能性があります。
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⑧　財務制限条項等について

　当社グループは、M＆A資金及び運転資金の資金調達を目的に銀行借入等の契約を締結しております。

　当該契約の一部には、各連結会計年度末及び各中間連結会計期間における連結営業損失、連結経常損失を計上し

ないこと、連結純資産を一定水準以上に維持すること等の財務制限条項、その他担保提供・資産譲渡・出資維持等

に関する制約条項等が付されております。

  これらの条項に抵触した場合は当該契約上の債務について、金利引上げ、期限の利益を喪失する可能性があり、

その結果、当社グループの業績等が悪影響を受ける可能性があります。

  ⑨　金利市場の変動について

　当社グループは、銀行借入等の有利子負債による資金調達を実施しており、金利情勢、その他金融市場の変動に

よる金利市場の変動の影響を受けております。当社グループは、これら金利市場の変動によるリスクを回避するた

めに金利スワップ取引等を行っておりますが、これらにより、リスクを完全に回避・低減できる保証はありません。

その結果、当社グループの業績等が悪影響を受ける可能性があります。
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２．企業集団の状況
 当社の属する企業集団は、筆頭株主の株式会社ヤマノネットワークを中心としたグループであり、当社、その他の関係

会社、その子会社及び関連会社等で構成されております。ヤマノグループの主な事業内容は美容に関連した流通・製造

等の各部門を網羅する事業グループであります。

　当社及びヤマノグループについて図示すると次のとおりであります。

　当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び子会社41社並びに関連会社2社で構成されており、主に和装品、

宝飾品、洋装品、寝装品、健康関連商品等の販売及び美容室の運営を行っております。その事業内容と当社及び関係会

社の事業における位置付けは次のとおりであります。

 

㈱ヤマノネットワーク 当    社 

堀 田 丸 正 ㈱ 繊維製品・意匠撚糸の販売 

52.0％ 

30.9％ 株式所有割合 

3.45％ 

 　

　なお、次の８部門は「連結財務諸表、注記」に掲げる事業の種類別セグメント情報の区分と同一であります。

事業区分 会社名 主要取扱商品

和装事業

㈱ヤマノリテーリングス

振袖、留め袖、訪問着、七五三祝着、和装小物、ア

パレル、寝具、着付け教室等

堀田丸正㈱

四菱㈱

㈱錦

㈱全国教育産業協会

その他３社

宝飾事業

㈱ヤマノジュエリーシステムズ

ダイヤモンドリング、ファッションリング、ネック

レス、時計、ハンドバック、旅行カバン等

[㈱ムトウヤマノ]

[㈱ヤマノ1909プラザ]

[㈱ＨＡＭＡＮＯ1880］

[㈱松崎］

[松崎生産㈱］

洋装事業

堀田丸正㈱ 意匠撚糸

 丸福商事㈱
レディース（シップス・ボトム・アウター）、キッ

ズ（子供・ベビー服）服飾雑貨（バック・帽子等）

［東京ブラウス㈱］
ブラウス、スカート、パンツ、ワンピース、靴、

バック、ハンカチ等

［タケオニシダ・ジャパン㈱］ ブラウス、ドレス

［丸善ヤマノ㈱］ 店外洋品催事事業

その他４社  

寝装事業 堀田丸正 ㈱
マットレス・羽毛・羊毛ふとん、タオルケット、毛

布、タオル、健康機能寝具等
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事業区分 会社名 主要取扱商品

ブランド事業
㈱寛斎デザイン研究所 商標権の保有、商標権の賃貸

［㈱寛斎スーパースタジオ］ ブランドライセンス管理、各種企画・デザイン

健康関連事業

 ロイヤル・コスモ㈱ 健康関連商品、化粧品、宝飾品等

 ㈱ヤマノスポーツシステムズ スポーツ用品、登山用品等

 その他３社  

  美容事業

 ㈱ビューティ多賀志 美容室の経営

［㈱ビューティプラザ］ 美容室の経営

 ㈱エックスワン 化粧品、健康食品、浴用剤等

　その他事業

㈱ヤマノクレジットサービス 割賦販売斡旋業務

ヤマノインベストメント㈱ 投資事業組合の組合財産の運用及び管理

㈱アールエフシー 前払い式特定取引業

㈱デイ・マックス 飲食店の経営

ヤマノ企業活性・支援投資事業有限

責任組合
指定有価証券取得及び保有、金銭の貸付等

 ㈱ヤマノ1909セイビング 前払式特定取引による商品売買の取次

 その他３社  

 《丸六㈱》 加賀友禅商品等

　（注）１．子会社は、全社連結子会社であります。

２．［　］は、全て連結孫会社であります。

３．丸六㈱は、関連会社で持分法適用会社です。

４．堀田丸正㈱は、東証第二部へ上場しております。

５．㈱丸正と堀田産業㈱については、平成19年４月１日付けで合併し存続会社㈱丸正の商号を堀田丸正㈱に変更

しております。

６．㈱ロイヤルティーピーオーと㈲九州アールシーについては、㈱ロイヤルティーピーオーを存続会社とし平成

19年７月31日付けで合併しております。

７．㈱松崎及び松崎生産㈱は、株式を取得したことにより、当中間連結会計期間より連結の範囲に含めておりま

す。

８．※は、全て複数セグメントのため、重複しております。
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  《中核事業会社》 《 卸 関 係 》  《 小 売 関 係 》   

 ㈱ヤマノリテーリングス※  

 [㈱きのはな]※  

 ㈱錦※  

 ㈱全国教育産業協会※  

 [㈱天創]  

 [他１社]  

 (丸六㈱)  

   

和装事業 

㈱ヤマノリテー

リングス 

堀田丸正㈱ 

四菱㈱※ 

 

 取引先  

 ㈱ヤマノリテーリングス※  

 [㈱きのはな]※  

 ㈱錦※ ㈱ヤマノ1909プラザ  

 ㈱ヤマノジュエリーシステムズ  

 [㈱ムトウヤマノ]※  

 [㈱ＨＡＭＡＮＯ1880]  

宝飾事業  

堀田丸正㈱※ 

四菱㈱※ 

[㈱松崎] [他1社] 

 

 取引先  

 ㈱ヤマノリテーリングス※  

 [丸善ヤマノ㈱]  

 [タケオニシダ・ジャパン㈱]  

 ㈱エマイユ（他１社）  

洋装事業  

丸福商事㈱※ 

堀田丸正㈱[他1社] 

 [東京ブラウス㈱] 

[他１社] 
 取引先  

 ㈱ヤマノリテーリングス※  
寝装事業  堀田丸正㈱※ 

 取引先  

顧 客 

   

   

当社関係

会 社 
ブランド

事 業 

 
㈱寛斎デザイン研究所 

[㈱寛斎スーパースタジオ] 
   取 引 先 

  ロイヤル・コスモ㈱  

  [他２社]  

  ㈱ヤマノスポーツシステムズ  

健康関連

事 業 

  ㈱スポーツマンクラブ  

   

 
㈱ビューティ多賀志 

[他１社] 
 

 

 ㈱ヤマノリテーリングス※  

 ㈱全国教育産業協会※  

美容事業 ㈱エックスワン 

顧 客 

 
   

    

当社関係

会 社 

  ㈱ヤマノクレジットサービス  

  ヤマノインベストメント㈱  

  ㈱アールエフシー  

当

社

（

持

株

会

社

）

 

そ の 他 

事 業 

 

 

  

㈱デイ・マックス 

ヤマノ企業活性・支援投資事

業有限責任組合[他4社] 

 

顧 客 

  商品の販売・役務の提供  ライセンスの供与   

 

不動産賃貸 

　※は、全て複数セグメントのため、重複しております。
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３．経営方針
(1）会社の経営の基本方針

  平成19年３月期決算短信(平成19年５月25日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略し

ております。

 当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

 (当社ホームページ)

　 http://www.yamano-hd.com/ir/zaimu.html

 (ジャスダック証券取引所ホームページ　(「ＪＤＳ」検索ページ))

 　http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji

（2）目標とする経営指標

　  平成19年３月期決算短信(平成19年５月25日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略

しております。

 　  当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

     (当社ホームページ)

 　   http://www.yamano-hd.com/ir/zaimu.html

     (ジャスダック証券取引所ホームページ　(「ＪＤＳ」検索ページ))

    　http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji

（3）中長期的な会社の経営戦略

   平成19年３月期決算短信(平成19年５月25日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略し

ております。

     当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

    (当社ホームページ)

 　  http://www.yamano-hd.com/ir/zaimu.html

    (ジャスダック証券取引所ホームページ　(「ＪＤＳ」検索ページ))

   　http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji

（4）会社の対処すべき課題

   平成19年３月期決算短信(平成19年５月25日開示)により開示を行った内容から重要な変更がないため開示を省略し

ております。

     当該決算短信は、次のＵＲＬからご覧いただくことができます。

   (当社ホームページ)

 　 http://www.yamano-hd.com/ir/zaimu.html

   (ジャスダック証券取引所ホームページ　(「ＪＤＳ」検索ページ))

 　http://jds.jasdaq.co.jp/tekiji

（5）内部管理体制の整備・運用状況 

 　当該事項につきましては、コーポレート・ガバナンスに関する報告書の「内部統制システムに関する基本的な考え

方及びその整備状況」に記載しております。
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４．中間連結財務諸表
(1) 中間連結貸借対照表

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産

１．現金及び預金 ※2 4,768,708 5,535,347 6,626,144

２．受取手形及び売掛金 ※2.4 6,105,108 6,805,971 6,300,250

３．たな卸資産 ※2 7,719,929 8,405,504 6,858,612

４．繰延税金資産 195,097 131,448 107,661

５．その他 ※2 1,421,148 2,573,190 1,372,599

　　貸倒引当金 △210,878 △1,689,869 △203,325

流動資産合計 19,999,113 58.2 21,761,592 66.0 21,061,943 62.9

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産        

(1）建物及び構築物 ※1.2 1,968,594 1,442,849 1,575,621

(2）土地 ※2 2,374,731 1,296,268 1,722,908

(3）その他 ※1 337,418 4,680,744 13.6 267,188 3,006,305 9.1 306,455 3,604,986 10.7

２．無形固定資産

(1）のれん 2,559,352 1,615,517 2,087,991

(2）その他 574,144 3,133,497 9.1 564,268 2,179,786 6.6 498,588 2,586,580 7.7

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券  686,817 569,528 603,814

(2）敷金・保証金  4,790,233 4,567,560 4,733,247

(3）繰延税金資産 480,140 303,891 303,167

(4）その他 ※2 1,781,798 2,182,533 1,956,866

　　貸倒引当金 △1,199,731 6,539,258 19.1 △1,609,266 6,014,247 18.3 △1,339,460 6,257,634 18.7

固定資産合計 14,353,500 41.8 11,200,339 34.0 12,449,201 37.1

資産合計 34,352,613 100.0 32,961,931 100.0 33,511,145 100.0
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．支払手形及び買掛金 ※4 7,980,461 8,977,993 8,303,918

２．短期借入金 ※2 3,700,340 5,078,189 3,135,059

３．1年以内返済予定長
期借入金

※2 1,891,577 1,190,827 1,898,801

４．1年以内償還予定社
債

 － 1,586,000 377,500

５．未払金 ※2 1,618,583 1,608,709 1,826,178

６. 前受金  － 3,373,974 1,699,549

７．未払法人税等 230,219 188,876 922,290

８．賞与引当金 258,160 219,207 218,273

９．返品調整引当金 64,191 97,760 66,707

10．ポイント引当金 － 33,900 77,228

11．株主優待引当金 － 4,500 4,500

12．その他 ※2 3,265,693 1,765,098 1,603,196

流動負債合計 19,009,229 55.3 24,125,037 73.2 20,133,203 60.1

Ⅱ　固定負債

１．社債 ※2 2,810,500 547,500 2,249,750

２．長期借入金 ※2 4,957,659 2,311,957 4,080,014

３．繰延税金負債 236,123 9,981 25,548

４．退職給付引当金 314,235 567,016 288,007

５．役員退職慰労引当金 253,000 186,143 260,973

６．負ののれん 784,923 683,287 682,033

７．その他 ※2 1,651,586 1,101,323 1,218,410

固定負債合計 11,008,028 32.1 5,407,209 16.4 8,804,737 26.3

負債合計 30,017,258 87.4 29,532,247 89.6 28,937,941 86.4

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  1,222,399 3.6 1,225,855 3.7 1,222,399 3.7

２．資本剰余金  1,760,389 5.1 1,652,124 5.0 1,760,389 5.2

３．利益剰余金  △279,780 △0.8 △1,959,954 △5.9 5,872 0.0

４．自己株式  △3,009 △0.0 △3,009 △0.0 △3,009 △0.0

株主資本合計  2,699,999 7.9 915,016 2.8 2,985,652 8.9

  

Ⅱ　評価・換算差額等       

１．その他有価証券評価
差額金

 35,690 0.1 △4,539 △0.0 54,950 0.2

２．繰延ヘッジ損益  17,020 0.0 10,266 0.0 16,430 0.0

３．為替換算調整勘定  7,361 0.0 21,961 0.1 33,375 0.1

評価・換算差額等合計  60,072 0.1 27,688 0.1 104,755 0.3

Ⅲ　少数株主持分  1,575,284 4.6 2,486,980 7.5 1,482,796 4.4

純資産合計  4,335,355 12.6 3,429,684 10.4 4,573,204 13.6

負債純資産合計  34,352,613 100.0 32,961,931 100.0 33,511,145 100.0
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(2) 中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 31,775,763 100.0 29,279,547 100.0 66,892,017 100.0

Ⅱ　売上原価 17,498,239 55.1 16,395,474 56.0 37,842,365 56.6

売上総利益 14,277,524 44.9 12,884,072 44.0 29,049,652 43.4

Ⅲ　販売費及び一般管理費 ※1 15,162,032 47.7 14,854,503 50.7 30,985,542 46.3

営業損失 884,508 △2.8 1,970,430 △6.7 1,935,889 △2.9

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息及び配当金 6,430 17,485 23,299

２．協賛金収入 344,707 162,311 728,248

３．負ののれん償却額 209,317 214,135 421,002

４．免税消費税差益 75,761 52,480 165,861

５．その他 128,799 765,016 2.4 121,367 567,779 1.9 295,836 1,634,247 2.4

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 135,428 136,394 282,209

２．手形売却損 23,792 8,517 41,257

３．その他 87,692 246,913 0.7 59,479 204,390 0.7 147,417 470,884 0.7

経常損失 366,405 △1.1 1,607,041 △5.5 772,525 △1.2

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 ※2 744 1,224,842 2,160,762

２．投資有価証券売却益  930 14 5,133

３．債務免除益 30,992 2,446 32,270

４．雇用助成金 22,400 8,400 118,300

５．関係会社株式売却益 1,820 － 230,459

６．持分変動損益 4,562 35,983 28,629

７．その他 13,743 75,194 0.2 97,360 1,369,047 4.7 241,681 2,817,237 4.2
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 ※3 4,597 60,996 7,508

２．固定資産除却損 ※4 67,020 22,756 130,436

３．店舗閉鎖損 113,440 82,900 270,405

４．貸倒引当金繰入額 45,399 3,655 154,326

５．投資有価証券評価損 17,821 11,655 159,066

６．減損損失 ※5 34,312 176,253 577,626

７．売上計上基準の変更
に伴う修正額

 283,525 － 262,392

８．事務所移転費用  － 63,313 －

９．その他 27,971 594,088 1.9 119,742 541,272 1.9 217,428 1,779,189 2.6

税金等調整前中間
純損失（△）又は
税金等調整前当期
純利益

△885,299 △2.8 △779,266 △2.7 265,521 0.4

法人税、住民税及び事
業税

153,994 161,357 1,025,220

還付法人税等 △18,007 △5,074 △18,007

法人税等調整額 208,912 344,899 1.1 △24,237 132,045 0.4 300,687 1,307,900 1.9

少数株主利益又は
少数株主損失（△）

△196,733 0.6 1,054,515 3.6 △295,359 0.4

中間(当期)純損失
 

1,033,466 △3.3 1,965,827 △6.7 747,019 △1.1
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(3) 中間連結株主資本等変動計算書

 　　　前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,198,219 1,736,241 878,047 △3,009 3,809,499

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 24,180 24,148   48,328

剰余金の配当（注）   △110,335  △110,335

利益処分による役員賞与（注）   △14,027  △14,027

中間純損失（△）   △1,033,466  △1,033,466

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
24,180 24,148 △1,157,828 － △1,109,500

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,222,399 1,760,389 △279,780 △3,009 2,699,999

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

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
76,677 － 32,103 108,780 1,416,846 5,335,126

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行      48,328

剰余金の配当（注）      △110,335

利益処分による役員賞与（注）      △14,027

中間純損失（△）      △1,033,466

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△40,986 17,020 △24,741 △48,708 158,438 109,730

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△40,986 17,020 △24,741 △48,708 158,438 △999,770

平成18年９月30日　残高

（千円）
35,690 17,020 7,361 60,072 1,575,284 4,335,355

 (注)　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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 　　　当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
1,222,399 1,760,389 5,872 △3,009 2,985,652

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行 3,456 3,420   6,876

剰余金の配当  △111,685   △111,685

中間純損失（△）   △1,965,827  △1,965,827

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
     

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
3,456 △108,265 △1,965,827 － △2,070,636

平成19年９月30日　残高

（千円）
1,225,855 1,652,124 △1,959,954 △3,009 915,016

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

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成19年３月31日　残高

（千円）
54,950 16,430 33,375 104,755 1,482,796 4,573,204

中間連結会計期間中の変動額

新株の発行      6,876

剰余金の配当      △111,685

中間純損失（△）      △1,965,827

株主資本以外の項目の中間連結

会計期間中の変動額（純額）
△59,489 △6,163 △11,414 △77,067 1,004,184 927,116

中間連結会計期間中の変動額合計

（千円）
△59,489 △6,163 △11,414 △77,067 1,004,184 △1,143,519

平成19年９月30日　残高

（千円）
△4,539 10,266 21,961 27,688 2,486,980 3,429,684
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 　　　前連結会計年度の連結株主資本等変動計算書（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

株主資本

資本金 資本剰余金 利益剰余金 自己株式 株主資本合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
1,198,219 1,736,241 878,047 △3,009 3,809,499

連結会計年度中の変動額

新株の発行 24,180 24,148   48,328

剰余金の配当（注）   △110,335  △110,335

利益処分による役員賞与（注）   △14,821  △14,821

当期純損失（△）   △747,019  △747,019

株主資本以外の項目の連結会計

年度間中の変動額（純額）
     

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
24,180 24,148 △872,175 － △823,847

平成19年３月31日　残高

（千円）
1,222,399 1,760,389 5,872 △3,009 2,985,652

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

繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘
定

評価・換算差額
等合計

平成18年３月31日　残高

（千円）
76,677 － 32,103 108,780 1,416,846 5,335,126

連結会計年度中の変動額

新株の発行      48,328

剰余金の配当（注）      △110,335

利益処分による役員賞与（注）      △14,821

当期純損失（△）      △747,019

株主資本以外の項目の連結会計

年度中の変動額（純額）
△21,727 16,430 1,272 △4,024 65,950 61,925

連結会計年度中の変動額合計

（千円）
△21,727 16,430 1,272 △4,024 65,950 △761,922

平成19年３月31日　残高

（千円）
54,950 16,430 33,375 104,755 1,482,796 4,573,204

 (注)　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッ
シュ・フロー

税金等調整前中間純損
失（△）又は税金等調
整前当期純利益

△885,299 △779,266 265,521

減価償却費 253,405 209,501 520,037

減損損失 34,312 176,253 577,626

有形固定資産除却損 67,020 20,656 128,919

有形固定資産売却益 △633 △1,224,842 △2,160,326

有形固定資産売却損 4,594 60,821 6,957

のれん償却額 438,125 398,774 868,789

負ののれん償却額 △209,317 △214,135 △421,002

退職給付引当金の減少
額

△48,990 △4,524 △75,218

役員退職慰労引当金の
減少額

△38,454 △74,830 △52,321

賞与引当金の減少額 △91,969 △5,951 △127,627

返品調整引当金の減少
額

－ △122 △5,178

ポイント引当金の増
(減)額

－ △43,328 40,483

貸倒引当金の増(減)
額

55,613 △156,522 264,817

受取利息及び受取配当
金

△6,430 △17,485 △23,299

支払利息 135,428 136,394 282,209

手形売却損 23,792 8,517 41,257

投資有価証券売却益 △930 △14 △5,133

関係会社株式売却益 △1,820 － △230,459

持分変動損益 △4,562 △35,983 △4,560

投資有価証券評価損 17,821 11,655 159,066
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

売上債権の減少額 745,255 830,788 438,392

たな卸資産の(増)減
額

△289,057 △1,144,817 727,929

仕入債務の増加額 492,736 220,421 819,582

前受金の増加額 － 1,674,277 －

役員賞与の支払額 △17,500 － △18,293

その他 △273,331 △551,351 △745,965

小計 399,808 △505,115 1,272,204

利息及び配当金の受取
額

6,282 17,284 22,641

利息の支払額 △113,905 △141,846 △257,068

手形売却損 △23,792 △8,517 △41,257

法人税等の支払額 △576,969 △899,681 △756,943

営業活動によるキャッ
シュ・フロー

△308,576 △1,537,876 239,577
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッ
シュ・フロー

投資有価証券の取得に
よる支出

△244,407 △40,031 △301,866

投資有価証券の売却に
よる収入

930 1,621 12,829

有形固定資産の取得に
よる支出

△184,722 △169,431 △550,826

有形固定資産の売却に
よる収入

6,410 1,651,872 3,028,410

無形固定資産の取得に
よる支出

△31,833 △124,224 △66,121

定期預金の預入による
支出

△10,600 △956,205 －

定期預金の払戻による
収入

19,600 6,000 8,400

貸付による支出 △260,895 △15,190 △346,911

貸付金の回収による収
入 

374,597 111,815 455,289

敷金・保証金の支払い
による支出

△100,874 △83,498 △225,362

敷金・保証金の返却に
よる収入

302,709 284,435 708,002

子会社株式の取得によ
る支出

△150 △1,268 △300

新規連結子会社株式の
取得による収入

－ － 1,079,177

新規連結子会社株式の
取得による支出

－ △11,000 －

連結子会社株式の売却
による収入

－ － 317,910

事業譲受による支出 △1,873,544 － △2,517,520

その他 766 △80 7,816

投資活動によるキャッ
シュ・フロー

△2,002,013 654,813 1,608,927
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書

（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円） 金額（千円） 金額（千円）

Ⅲ　財務活動によるキャッ
シュ・フロー

短期借入金の増(減)
額

1,097,324 1,943,129 290,444

長期借入金の返済によ
る支出

△1,033,547 △2,476,031 △1,969,122

長期借入による収入 2,345,200 － 2,406,700

社債の発行による収入 196,702 － 196,702

社債の償還による支出 △792,750 △490,679 △1,406,135

株式の発行による収入 48,328 6,876 48,328

配当金の支払額 △110,335 △111,685 △110,335

少数株主からの株式払
込による収入

28,730 － 28,730

少数株主に対する配当
金の支払額

△35,893 △4,251 △35,893

長期未払金の支払いに
よる支出

△52,250 △15,819 △125,475

財務活動によるキャッ
シュ・フロー

1,691,509 △1,148,461 △676,057

Ⅳ　現金及び現金同等物に係
る換算差額

△24,380 △9,478 8,107

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
（減）額

△643,460 △2,041,002 1,180,555

Ⅵ　現金及び現金同等物の期
首残高

5,185,750 6,486,224 5,185,750

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び
現金同等物の増加額

119,918 － 119,918

Ⅷ　現金及び現金同等物の中
間期末（期末）残高

 ※ 4,662,208 4,445,221 6,486,224
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１．連結の範囲に関する事項 (1）連結子会社の数38社

主要な連結子会社の名称

 株式会社　寛斎デザイン研究所

 株式会社　丸　　正

 株式会社　錦

 株式会社　ヤマノリテーリング

ス

 四　　菱　株式会社

 株式会社　ヤマノジュエリーシ

ステムズ

 株式会社　エックスワン

 株式会社　全国教育産業協会　

 ロイヤル・コスモ　株式会社

 堀田産業　株式会社

 株式会社　ヤマノスポーツシス

テムズ

 株式会社　アールエフシー

 株式会社　ヤマノクレジットサー

ビス

 ヤマノインベストメント　株式

会社　

 株式会社　ヤマノ・スエヒロ・

ダイニング

 株式会社　エマイユ

 ビッグバンスポーツ　株式会社

 株式会社　ビューティ多賀志

 その他20社

　(新規連結による増加　１社）

ヤマノ企業活性・支援投資事業有限

責任組合

(1）連結子会社の数41社

主要な連結子会社の名称

 株式会社　寛斎デザイン研究所

 堀田丸正  株式会社　

 株式会社　錦

 株式会社　ヤマノリテーリング

ス

 四　　菱　株式会社

 株式会社　ヤマノジュエリーシ

ステムズ

 株式会社　エックスワン

 株式会社　全国教育産業協会　

 ロイヤル・コスモ　株式会社

 株式会社　ヤマノスポーツシス

テムズ

 株式会社　アールエフシー

 株式会社　ヤマノクレジットサー

ビス

 ヤマノインベストメント　株式

会社　

 ヤマノ企業活性・支援投資事業有

限責任組合

 株式会社　エマイユ

 株式会社　ヤマノ1909セイビン

グ

 株式会社　デイ・マックス

 その他24社

　(新規連結による増加　２社）

　 株式会社　松崎

   松崎生産　株式会社

　(合併による減少　２社）

   堀田産業　株式会社

   有限会社　九州アールシー

(1）連結子会社の数41社

主要な連結子会社名は、「２．企

業集団の状況」に記載しているた

め、省略しております。

(新規設立による増加　２社）

 株式会社ヤマノ1909プラザ

 株式会社スポーツマンクラブ

(株式取得による増加　３社）

 株式会社デイ・マックス

  有限会社エム・ジェイ

  株式会社ヤマノ1909セイビング

(新規連結　１社）

ヤマノ企業活性・支援投資事業有

限責任組合

(譲渡による減少　２社）

 株式会社トリニティ

  ビッグバンスポーツ株式会社

（注）ヤマノ企業活性・支援投資

事業有限責任組合は、平成17年２

月３日に設立いたしましたが、「投

資事業組合に対する支配力基準及

び影響力基準の適用に関する実務

上の取り扱い」(企業会計基準委員

会 実務対応報告第20号 平成18年

９月８日)を適用し、当連結会計年

度より連結の範囲に含めておりま

す。

２．持分法の適用に関する事項 (1)持分法適用の関連会社数２社

　会社名　丸六株式会社

          他１社

(1)持分法適用の関連会社数２社

　会社名　丸六株式会社

          他１社

(1)持分法適用の関連会社数２社

　会社名　丸六株式会社

          他１社

  持分法適用会社のうち、中間決算

日が中間連結決算日と異なる会社に

ついては、各社の中間会計期間に係

る中間財務諸表を使用しております。

　　　　　　 同左 　持分法適用会社のうち、決算日が

連結決算日と異なる会社については、

各社の事業年度に係る財務諸表を使

用しております。
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

３．連結子会社の中間決算日

（決算日）等に関する事項

　連結子会社のうち中間決算日が7

月末日の会社

　株式会社寛斎デザイン研究所

　株式会社寛斎スーパースタジオ

　ロイヤル・コスモ株式会社

　連結子会社のうち中間決算日が8

月末日の会社

　株式会社エックスワン

　株式会社ムトウヤマノ

　株式会社アールエフシー

　株式会社エマイユ

　株式会社きのはな

　株式会社ビューティ多賀志

　株式会社ビューティプラザ

　連結子会社のうち中間決算日が7

月末日の会社

　株式会社寛斎デザイン研究所

　株式会社寛斎スーパースタジオ

　ロイヤル・コスモ株式会社

　連結子会社のうち中間決算日が8

月末日の会社

　株式会社エックスワン

　株式会社ムトウヤマノ

　株式会社アールエフシー

　株式会社エマイユ

　株式会社きのはな

　株式会社ビューティ多賀志

　株式会社ビューティプラザ

　株式会社松崎

　松崎生産株式会社

 連結子会社のうち決算日が1月末日

の会社

 株式会社寛斎デザイン研究所

 株式会社寛斎スーパースタジオ

 ロイヤル・コスモ株式会社

 　連結子会社のうち決算日が2月末

日の会社

 株式会社エックスワン

 株式会社ムトウヤマノ

 株式会社アールエフシー

 株式会社エマイユ

 株式会社きのはな

 株式会社ビューティ多賀志

 株式会社ビューティプラザ

　中間連結財務諸表の作成にあたっ

ては、当該中間決算日における中間

財務諸表を使用しており、中間決算

日との間に生じた重要な取引は、連

結上必要な調整を行っております。

　また、株式会社錦の中間決算日は、

3月31日であります。中間連結財務

諸表の作成に当たって、中間連結決

算日現在で実施した仮決算に基づく

財務諸表を使用しております。

同左

 

 　連結財務諸表の作成にあたって

は、当該決算日における財務諸表を

使用しており、決算日との間に生じ

た重要な取引は、連結上必要な調整

を行っております。

 また、株式会社錦の決算日は、9月

30日であります。連結財務諸表の作

成に当たって、連結決算日現在で実

施した仮決算に基づく財務諸表を使

用しております。

４．会計処理基準に関する事項

(1）重要な資産の評価基準及

び評価方法

イ　有価証券

(イ）その他有価証券

イ　有価証券

(イ）その他有価証券

イ　有価証券

(イ）その他有価証券

時価のあるもの

中間決算日の市場価格等に

基づく時価法を採用してお

ります。

 (評価差額は全部純資産直

入法により処理し、売却原

価は主として移動平均法に

より算定)

時価のあるもの

同左

時価のあるもの

決算日の市場価格等に基づ

く時価法を採用しておりま

す。（評価差額は全部資本

直入法により処理し、売却

原価は主として移動平均法

により算定）

時価のないもの

　　　移動平均法による原価法を採

用しております。

時価のないもの

同左

時価のないもの

同左

ロ　デリバティブ

時価法を採用しております。

ロ　デリバティブ

 同左

ロ　デリバティブ

同左

ハ　たな卸資産 ハ　たな卸資産 ハ　たな卸資産

(イ）商品

個別法に基づく原価法を採

用しております。

(イ）商品

 同左

(イ）商品

 同左

(ロ）貯蔵品

最終仕入原価法に基づく原

価法を採用しております。

(ロ）貯蔵品

 同左

(ロ）貯蔵品

 同左
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

(2）重要な減価償却資産の減

価償却の方法

イ　有形固定資産

定率法(ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物(付属

設備を除く。)については定額

法)を採用しております。

イ　有形固定資産

定率法(ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物(付属

設備を除く。)については定額

法)を採用しております。

 (会計方針の変更)

  当社及び国内連結子会社は、法人

税法の改正に伴い、当中間連結会計

期間より、平成19年４月１日以降に

取得した有形固定資産について、改

正後の法人税法に基づく減価償却の

方法に変更しております。

　この変更による損益に与える影響

は、軽微であります。

 (追加情報)

  法人税法の改正に伴い、平成19年

３月31日以前に取得した有形固定資

産について、改正前の法人税法に基

づく減価償却の方法の適用により、

取得価額の５％に到達した連結会計

年度の翌連結会計年度より、取得価

額の５％相当額と備忘価額との差額

を５年間にわたり均等償却し、減価

償却費に含めて計上しておりま

す。

　この変更による損益に与える影響

は、軽微であります。

イ　有形固定資産

定率法(ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物(付属

設備を除く。)については定額

法)を採用しております。

ロ　無形固定資産

定額法を採用しております。

　ただし、ソフトウェア（自社

利用分）については、社内にお

ける利用可能期間（５年）に基

づく定額法を採用しております。

ロ　無形固定資産

同左

ロ　無形固定資産

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 イ　貸倒引当金

　売上債権等の貸倒損失に備え

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。

イ　貸倒引当金

同左

イ　貸倒引当金

同左

ロ　賞与引当金

　一部の連結子会社は、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。

ロ　賞与引当金

同左 

ロ　賞与引当金

同左
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

ハ　返品調整引当金

　一部の連結子会社は、和洋既

製服売上に係る返品に対処する

ため、当中間連結会計期間前一

定の期間の売上高を基礎として、

返品見込額のうち売買利益相当

額を計上しております。

ハ　返品調整引当金

同左 

ハ　返品調整引当金

　連結子会社の一部は、和洋既

製服売上に係る返品に対処する

ため、当連結会計年度の一定の

期間の売上高を基礎として返品

見込額のうち売買利益相当額を

計上しております。

ニ　　　　――――――

 

ニ　ポイント引当金

　連結子会社の一部は、ポイン

トカードにより顧客に付与した

ポイントの使用に備えるため、

当中間連結会計期間末において

将来使用されると見込まれる額

を計上しております。 

ニ　ポイント引当金

　連結子会社の一部は、ポイン

トカードにより顧客に付与した

ポイントの使用に備えるため、

当連結会計年度末において将来

使用されると見込まれる額を計

上しております。 

ホ　　　　――――――

 

ホ　株主優待引当金

　将来の株主優待券の利用によ

る費用の発生に備えるため、株

主優待券の利用実績に基づいて、

当中間連結会計期間末以降に発

生すると見込まれる額を計上し

ております。

ホ　株主優待引当金

　将来の株主優待券の利用によ

る費用の発生に備えるため、株

主優待券の利用実績に基づいて、

翌連結会計年度以降に発生する

と見込まれる額を計上しており

ます。

ヘ　退職給付引当金

　　一部の連結子会社は、従業

員及び歩合給販売員の退職給付

に備えるため、自己都合退職に

よる中間期末要支給額の100％

を計上しております。

ヘ　退職給付引当金

同左

ヘ　退職給付引当金

　　連結子会社の一部は、従業員

及び歩合給販売員の退職給付に

備えるため、自己都合退職によ

る期末要支給額の100％を計上し

ております。

ト　役員退職慰労引当金

　当社及び一部の連結子会社は、

役員の退職慰労金の支出に備え

て、退職慰労金支給の内規に基

づく中間期末要支給額を計上し

ております。

　なお、現在当社は、退職慰労

金支給の内規を凍結しているた

め平成13年9月30日までの退職

慰労金要支給額を計上しており

ます。

ト　役員退職慰労引当金

同左

ト　役員退職慰労引当金

　当社及び連結子会社の一部は、

役員の退職慰労金の支出に備え

て、退職慰労金支給の内規に基

づく当連結会計年度末要支給額

を計上しております。

　なお、現在当社は、退職慰労

金支給の内規を凍結しているた

め平成13年9月30日までの退職

慰労金要支給額を計上しており

ます。

(4）重要な外貨建の資産又は

負債の本邦通貨への換算

の基準

　外貨建金銭債権債務は、中間決算

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

債は、中間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、収益及び費用は

期中平均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

めて計上しております。

同左 　外貨建金銭債権債務は、連結決算

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

債は、連結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、収益及び費用は

期中平均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

めて計上しております。

(5）重要なリース取引の処理

方法

　リース物件の所有権が借主に移転

すると認められるもの以外のファイ

ナンス・リース取引については、通

常の賃貸借取引に係る方法に準じた

会計処理によっております。

同左 同左
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項目

前中間連結会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

(6）重要なヘッジ会計の方法 イ　ヘッジ会計の方法

　繰延ヘッジ処理を採用してお

ります。また、為替変動リスク

のヘッジについて振当処理の要

件を充たしている場合には振当

処理を、金利スワップについて

特例処理の条件を充たしている

場合には特例処理を採用してお

ります。

イ　ヘッジ会計の方法

同左

イ　ヘッジ会計の方法

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……金利スワップ・

通貨スワップ

ヘッジ対象……借入金利息・外

貨建金銭債務・外貨建予定取引

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ロ　ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

ハ　ヘッジ方針

　為替リスク及び金利リスクの

低減並びに金融収支改善のため、

対象債務の範囲内でヘッジを

行っております。

ハ　ヘッジ方針

同左

ハ　ヘッジ方針

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

　ヘッジ対象とヘッジ手段の資

産・負債に関する重要な条件が

同一である場合には、ヘッジ有

効性評価を省略しております。

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

ニ　ヘッジ有効性評価の方法

同左

(7）その他中間連結財務諸表

（連結財務諸表）作成の

ための重要な事項

イ　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。

イ　消費税等の会計処理

同左

イ　消費税等の会計処理

同左

５．中間連結キャッシュ・フ

ロー計算書（連結キャッ

シュ・フロー計算書）にお

ける資金の範囲

　中間連結キャッシュ・フロー計算

書における資金（現金及び現金同等

物）は、手許現金、随時引き出し可

能な預金及び容易に換金可能であり、

かつ、価値の変動について僅少なリ

スクしか負わない取得日から３ヶ月

以内に償還期限の到来する短期投資

からなっております。

同左 　連結キャッシュ・フロー計算書に

おける資金（現金及び現金同等物）

は、手許現金、随時引き出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、か

つ、価値の変動について僅少なリス

クしか負わない取得日から３ヶ月以

内に償還期限の到来する短期投資か

らなっております。
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

　当中間連結会計期間より、「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

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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

2,743,051千円であります。

　なお、当中間連結会計期間における中間連結

貸借対照表の純資産の部については、中間連結

財務諸表規則の改正に伴い、改正後の中間連結

財務諸表規則により作成しております。

１．　　　　　　───── １．（貸借対照表の純資産の部の表示に関する

会計基準） 

　当連結会計年度より、「貸借対照表の純資

産の部の表示に関する会計基準」(企業会計

基準第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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額

は3,073,977千円であります。

　なお、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、連結財務諸表

規則の改正に伴い、改正後の連結財務諸表規

則により作成しております。

２．（企業結合に係る会計基準） 

　当中間連結会計期間から「企業結合に係る会

計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31

日）及び「事業分離等に関する会計基準」（企

業会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会

計基準第７号）並びに「企業結合会計基準及び

事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業

会計基準委員会　平成17年12月27日　企業会計

基準適用指針第10号）を適用しております。

２．　　　　　　───── ２．（企業結合に係る会計基準） 

　当連結会計年度より、「企業結合に係る会

計基準」（企業会計審議会　平成15年10月31

日）及び「事業分離等に関する会計基準」

（企業会計基準委員会　平成17年12月27日　

企業会計基準第７号）並びに「企業結合会計

基準及び事業分離等会計基準に関する適用指

針」（企業会計基準委員会　平成17年12月27

日　企業会計基準適用指針第10号）を適用し

ております。

 中間連結財務諸表規則の改正による中間連結

財務諸表の表示に関する変更は以下の通りであ

ります。

 (中間連結貸借対照表)

 前中間連結会計期間末において、「営業権」

として掲記されていたものは、当中間連結会計

期間末から「のれん」と表示しております。

　また、「連結調整勘定」として掲記されてい

たものは、「のれん」及び「負ののれん」とし

て表示しております。

　連結財務諸表規則の改正による連結財務諸表

の表示に関する変更は以下の通りでありま

す。 

(連結貸借対照表)

　前連結会計年度まで、「営業権」として掲記

されていたものは、当連結会計年度から「のれ

ん」と表示しております。

　また、「連結調整勘定」として掲記されてい

たものは、「のれん」及び「負ののれん」とし

て表示しております。

 (中間連結損益計算書)

 前中間連結会計期間において、従来は純額で

販売費及び一般管理費に「連結調整勘定償却

額」を計上する方法によっておりましたが、当

中間連結会計期間より総額で販売費及び一般管

理費に「のれん償却額」及び営業外収益に「負

ののれん償却額」を両建て表示する方法に変更

しております。

　この変更により、従来の会計処理によった場

合に比べ、営業損失は209,317千円増加してお

りますが、経常損失及び税金等調整前中間純損

失には影響ありません。

(連結損益計算書)

　前連結会計年度まで、従来は純額で販売費

及び一般管理費に「連結調整勘定償却額」を

計上する方法によっておりましたが、当連結

会計年度より総額で販売費及び一般管理費に

「のれん償却額」及び営業外収益に「負のの

れん償却額」を両建て表示する方法に変更し

ております。

　この変更により、従来の会計処理によった

場合に比べ、営業損失は421,002千円増加し

ておりますが、経常損失及び税金等調整前当

期純利益には影響ありません。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 (中間連結キャッシュ・フロー計算書)

　 前中間連結会計期間において、「営業権償

却」として掲記されていたものは、当中間連結

会計期間から、「のれん償却額」と表示してお

ります。

　また、前中間連結会計期間において、「連結

調整勘定償却額」として掲記されていたものは、

当中間連結会計期間から、「のれん償却額」及

び「負ののれん償却額」と表示しておりま

す。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当該

箇所に記載しております。

 (連結キャッシュ・フロー計算書)

  前連結会計年度まで、「営業権償却」とし

て掲記されていたものは、当連結会計年度か

ら、「のれん償却額」と表示しております。

　また、前連結会計年度まで、「連結調整勘

定償却額」として掲記されていたものは、当

連結会計年度から、「のれん償却額」及び

「負ののれん償却額」と表示しておりま

す。

　なお、セグメント情報に与える影響は、当

該箇所に記載しております。

３． (投資事業組合等への出資に係る会計処

理)

 営業投資目的による投資事業組合等への出資

に係る会計処理については、投資事業組合等の

事業年度の財務諸表に基づく、当該組合等の純

資産及び収益・費用を連結子会社の出資持分割

合に応じて、投資有価証券及び収益・費用とし

て計上しておりましたが、当中間連結会計会計

期間より、「投資事業組合に対する支配力基準

及び影響力基準の適用に関する実務上の取り扱

い」（企業会計基準委員会実務対応報告第20号

　平成18年９月８日)を適用し、投資事業組合

等を連結の範囲に含め、中間連結財務諸表を作

成しております。

　これらの変更により、従来の会計処理によっ

た場合に比べ、売上高が3,367千円、営業損失

が825千円は増加し、経常損失は2,272千円は減

少、税金等調整前中間純損失は12,727千円増加、

中間純損失は1,565千円減少しております。

　また、従来の会計処理によった場合に比べ、

総資産が327,186千円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、軽微

であります。

３．　　　　　　───── ３． (投資事業組合等への出資に係る会計処

理)

　営業投資目的による投資事業組合等への出

資に係る会計処理については、投資事業組合

等の事業年度の財務諸表に基づく、当該組合

等の純資産及び収益・費用を連結子会社の出

資持分割合に応じて、投資有価証券及び収

益・費用として計上しておりましたが、当連

結会計年度より、「投資事業組合に対する支

配力基準及び影響力基準の適用に関する実務

上の取り扱い」（企業会計基準委員会実務対

応報告第20号　平成18年９月８日)を適用し、

投資事業組合等を連結の範囲に含め、連結財

務諸表を作成しております。

　これらの変更により、従来の会計処理に

よった場合に比べ、営業損失が8,334千円増

加し、経常損失は2,880千円減少、税金等調

整前当期純利益は32,909千円減少、当期純損

失は937千円減少しております。

　また、従来の会計処理によった場合に比べ、

総資産が289,791千円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は、軽

微であります。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４．(和装卸販売取引に係る売上計上基準の変

更)

 　連結子会社株式会社丸正は最終消費者から

の入金によって仕入計上を行う得意先に対する

和装販売取引の売上計上基準について、従来は

得意先での加工（仕立）伝票起票時に売上計上

を行う方法によっておりましたが、当中間連結

会計期間より当社得意先での加工完了に伴う仕

入認識時に売上計上を行う方法に変更しており

ます。これは、従来の基準による売上計上後、

得意先での加工完了時までの期間において得意

先と最終消費者との間で行われた値引に起因す

る売上値引未処理を防止し、より適切な売上及

び売掛金管理を行うためのものであります。

　この変更に伴い、従来と同一の基準によった

場合と比較して、売上高は100,975千円、売上

総利益は54,638千円増加し、営業損失54,638千

円、経常損失54,638千円が減少いたしますが、

特別損失に売上計上基準の変更に伴う修正額

283,525千円を計上したことにより、税金等調

整前中間純損失228,887千円及び中間純損失

114,443千円が増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は当該箇

所に記載しております。

 ４．　　　　　　───── ４．(和装卸販売取引に係る売上計上基準の変

更)

　連結子会社株式会社丸正は最終消費者から

の入金によって仕入計上を行う得意先に対す

る和装販売取引の売上計上基準について、従

来は得意先での加工（仕立）伝票起票時に売

上計上を行う方法によっておりましたが、当

連結会計年度より当社得意先での加工完了に

伴う仕入認識時に売上計上を行う方法に変更

しております。これは、従来の基準による売

上計上後、得意先での加工完了時までの期間

において得意先と最終消費者との間で行われ

た値引に起因する売上値引未処理を防止し、

より適切な売上及び売掛金管理を行うための

ものであります。

　この変更に伴い、従来と同一の基準によっ

た場合と比較して、売上高は232,996千円、

売上総利益は147,774千円増加し、営業損失

及び経常損失は147,774千円減少いたします

が、特別損失に売上計上基準の変更に伴う修

正額262,392千円を計上したことにより、税

金等調整前当期純利益が114,617千円減少し、

当期純損失が57,308千円増加しておりま

す。

　なお、セグメント情報に与える影響は当該

箇所に記載しております。 

 ５．　　　　　　─────  ５．(加工を伴う商品の売上計上基準の変更)

　従来、加工を伴う商品の販売は、商品の販売

と加工を別個の取引と認識し、商品の販売時点

で商品売上を計上、加工が終了して顧客に商品

を引渡した時点で加工売上を計上しておりまし

たが、当中間連結会計期間から、加工が終了し

顧客に商品を引渡した時点で商品売上及び加工

売上を計上することに変更いたしました。

　この変更は、従来は商品の販売が主であり、

加工については他社で請け負うケースもあり、

加工を伴う取引も小さかったことから、あくま

でも商品の販売に伴う付随的取引と認識してお

り、伝票処理についても別伝票で処理し、別個

の取引として認識しておりましたが、加工に伴

う取引割合が増加したこと及び引渡しまでの期

間も比較的長期化していることもあり、一個の

取引として認識することが合理的であると考え

られることから、期間損益計算のより一層の適

正化を図ることを目的にし、より保守的な売上

計上基準にするため行ったものであります。

５．　　　　　　─────
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 　これに伴い、売上高が1,484,296千円、売上

総利益が871,706千円、営業利益、経常利益、

税金等調整前当期純利益はそれぞれ803,178　

　千円、当期純利益は801,148千円減少し、流

動資産「たな卸資産」571,030千円、流動負債

「前受金」は1,484,296千円それぞれ増加して

おります。

　なお、セグメント情報に与える影響は当該箇

所に記載しております。 

 

 ６．　　　　　　─────

 

 ６．(ロイヤルティの売上計上基準の変更)

　従来、ロイヤルティの売上計上は、ライセン

シーに対し、KANSAIブランド等を利用し商品を

作る権利を付与していたことから 契約期間開

始時に一括して売上計上をしておりましたが、

期間損益計算のより一層の適正化を図ることを

目的にし、契約期間等に対応させ売上計上する

ことといたしました。

これに伴い、売上高213,371千円、売上総利益、

営業利益、経常利益、税金等調整前当期純利益

はそれぞれ168,324千円、当期純利益は91,770

千円減少し、流動負債「前受金」は213,371千

円増加しております。

　なお、セグメント情報に与える影響は当該箇

所に記載しております。 

６．　　　　　　─────

 

 ７．　　　　　　─────

 

 ７．(信販会社のリベートの計上区分の変更)

　従来、信販会社のリベートについては、協賛

金収入の一部として営業外収益に計上しており

ましたが、当中間連結会計期間から販売費及び

一般管理費の支払手数料を相殺する方法に変更

しております。

　これは、信販会社との契約において、顧客の

支払回数に応じて当社が支払う手数料と当社が

受け取るリベートが当初より設定されており相

殺後の純額が当社にとっての実質的な手数料負

担額であることから、当社が信販会社から受け

取るリベートを相殺することにより段階利益を

明確にするためのものであります。

　これに伴い、営業利益が134,489千円増加し

ております。

　なお、セグメント情報に与える影響は当該箇

所に記載しております。 

７．　　　　　　─────
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表示方法の変更

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

 （中間連結貸借対照表）

「建物及び構築物」は、前中間連結会計期間末において有形固定資産

「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間末に

おいて資産の総額の100分の5を超えたため、区分掲記いたしました。

　なお、前中間連結会計期間末の有形固定資産「その他」に含まれて

いる「建物及び構築物」は1,522,461千円であります。

「長期貸付金」は、前中間連結会計期間末まで、区分掲記しておりま

したが、当中間連結会計期間末において資産の総額の100分の5以下と

なったため、投資その他の資産の「その他」に含めて表示しておりま

す。

　なお、当中間連結会計期間末の投資その他の資産の「その他」に含

まれている「長期貸付金」は165,103千円であります。

「長期未払金」は、前中間連結会計期間末まで、区分掲記しておりま

したが、当中間連結会計期間末において資産の総額の100分の5以下と

なったため、固定負債の「その他」に含めて表示しております。

　なお、当中間連結会計期間末の固定負債の「その他」に含まれてい

る「長期未払金」は1,517,372千円であります。

 （中間連結貸借対照表）

 「１年以内償還予定社債」は、前中間連結会計期間末において流動負

債「その他」に含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間末

において重要性が増したため区分掲記いたしました。

　なお、前中間連結会計期間末の流動負債「その他」に含まれている

「１年以内償還予定社債」は425,500千円であります。

 「前受金」は、前中間連結会計期間末において流動負債「その他」に

含めて表示しておりましたが、当中間連結会計期間末において資産の

総額の100分の5を超えたため、区分掲記いたしました。

　なお、前中間連結会計期間末の流動負債「その他」に含まれている

「前受金」は1,004,539千円であります。

 前中間連結会計期間末において流動負債「その他」に含めて表示して

おりました「ポイント引当金」は、前連結会計年度においてポイント

を発行する新規連結子会社の増加により重要性が増したため、区分掲

記しました。

　なお、前中間連結会計期間末の「ポイント引当金」は31,533千円で

あります。

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

　財務活動によるキャッシュ・フローの「少数株主からの株式払込に

よる収入」は、前中間連結会計期間に「その他」に含めて表示してお

りましたが、当中間連結会計期間において、金額の重要性が増したた

め区分掲記しております。

　なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている「少数株主

からの株式払込による収入」は3,220千円であります。

 （中間連結キャッシュ・フロー計算書）

 営業活動によるキャッシュ・フローの「ポイント引当金の増加額」は、

前中間連結会計期間に「その他」に含めて表示しておりましたが、前

連結会計年度において、重要性が増したため区分掲記しております。

なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている「ポイント引

当金の増加額」は6,789千円であります。

 営業活動によるキャッシュ・フローの「前受金の増加額」は、前中間

連結会計期間に「その他」に含めて表示しておりましたが、当連結会

計年度において、重要性が増したため区分掲記しております。

なお、前中間連結会計期間の「その他」に含まれている「前受金の増

加額」は139,031千円であります。
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追加情報

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ─────  ───── 株主優待引当金

　株主優待費は、従来、優待権利用時に販売

費及び一般管理費として処理をしておりまし

たが、利用実績率の把握が可能となったこと

から、当連結会計年度末より、翌連結会計年

度以降に発生すると見込まれる株主優待費の

額を株主優待引当金として計上することとい

たしました。

　この結果、従来の方法によった場合と比較

して、営業損失及び経常損失が4,500千円増加

し、税金等調整前当期純利益が4,500千円減少

しております。
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注記事項

（中間連結貸借対照表関係）

前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

※１　有形固定資産の減価償却累計額

は、3,125,275千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額

は、2,833,743千円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額

は、2,934,270千円であります。

※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産 ※２　担保に供している資産

現金及び預金 10,254千円

受取手形及び売掛

金

139,900千円

たな卸資産 29,092千円

流動資産「その

他」

17,041千円

建物及び構築物 328,664千円

土地 1,640,815千円

投資その他の資産

「その他」
237,484千円

計 2,403,253千円

現金及び預金 39,414千円

受取手形及び売掛

金

130,967千円

たな卸資産 27,026千円

流動資産「その

他」

15,175千円

建物及び構築物 290,394千円

土地 639,375千円

投資その他の資産

「その他」
181,525千円

計 1,323,879千円

現金及び預金 12,632千円

受取手形及び売掛

金

146,121千円

たな卸資産 28,059千円

流動資産「その

他」

28,263千円

建物及び構築物 261,342千円

土地 857,882千円

投資その他の資産

「その他」
230,461千円

計 1,564,763千円

 担保付債務

短期借入金 340,800千円

１年以内返済予　

定長期借入金

1,032,133千円

流動負債「その

他」

98,000千円

未払金 61,513千円

社債(銀行保証付

無担保社債)

597,000千円

長期借入金 3,221,969千円

固定負債「その

他」

196,826千円

割引手形 170,970千円

計 5,719,212千円

　なお、一部は、リース会社に対する

担保として差入れております。

　また、上記のほか、「前払式証票の

規制等に関する法律」に基づく供託と

して投資有価証券 83,532千円、「割賦

販売法第18条の法律」に基づき供託金 

7,550千円、日本割賦保証㈱へ受託事業

基金供託金 13,625千円及び預金 　　

42,750千円を差し入れております。

　下記は、株式会社丸正ほか17社が組

合員である協同組合東京ベ・マルシェ

が東京都からの高度化資金借入金 　　

7,525,597千円及び商工組合中央金庫か

らの借入金2,272,324千円の共同担保に

供しているものであります。

 担保付債務

短期借入金 2,282,000千円

１年以内返済予　

定長期借入金

371,657千円

未払金 18,358千円

長期借入金 1,395,515千円

固定負債「その

他」

105,571千円

計 4,173,102千円

　なお、一部は、リース会社に対する

担保として差入れております。

　また、上記のほか、「前払式証票の

規制等に関する法律」に基づく供託と

して投資有価証券83,991千円、「割賦

販売法第18条の法律」に基づき供託金

24,650千円、日本割賦保証㈱へ受託事

業基金供託金70,300千円及び預金 　　

488,750千円を差し入れております。

　下記は、株式会社丸正ほか16社が組

合員である協同組合東京ベ・マルシェ

が東京都からの高度化資金借入金 　 

6,963,611千円及び商工組合中央金庫か

らの借入金2,232,365千円の共同担保に

供しているものであります。

建物及び構築物 66,320千円

土地 287,505千円

計 353,826千円

 担保付債務

短期借入金 392,000千円

１年以内返済予　

定長期借入金

970,844千円

未払金 41,745千円

流動負債「その

他」

90,000千円

社債(銀行保証付

無担保社債)

260,000千円

長期借入金 2,638,184千円

長期未払金 161,589千円

計 4,554,363千円

　なお、一部は、リース会社に対する

担保として差入れております。

　また、上記のほか、「前払式証票の

規制等に関する法律」に基づく供託と

して投資有価証券 83,685千円、「割賦

販売法第18条の法律」に基づき供託金 

25,725千円、日本割賦保証㈱へ受託事

業基金供託金 70,300千円及び預金 

42,750千円を差し入れております。

　下記は、株式会社丸正ほか16社が組

合員である協同組合東京ベ・マルシェ

が東京都からの高度化資金借入金 

7,263,707千円及び商工組合中央金庫か

らの借入金 2,178,102千円の共同担保

に供しているものであります。

建物及び構築物 69,981千円

土地 287,505千円

計 357,487千円

建物及び構築物 68,098千円

土地 287,505千円

計 355,603千円
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

３　受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高 ３　受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高 ３　受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

受取手形割引高 1,083,016千円

受取手形裏書譲渡高 75,624千円

受取手形割引高 574,347千円

受取手形裏書譲渡高 86,770千円

受取手形割引高 883,026千円

受取手形裏書譲渡高 38,856千円

※４　中間連結会計期間末日満期手形

 中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済

処理をしております。なお、当中間連結

会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高及び注記

額に含まれております。

※４　中間連結会計期間末日満期手形

 中間連結会計期間末日満期手形の会計処

理については、手形交換日をもって決済

処理をしております。なお、当中間連結

会計期間の末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期間末日満期

手形が中間連結会計期間末残高及び注記

額に含まれております。

 ※４　連結会計年度末日満期手形

 連結会計年度末日満期手形の会計処理に

ついては、手形交換日をもって決済処理

をしております。なお、当連結会計年度

の末日は金融機関の休日であったため、

次の連結会計年度末日満期手形が連結会

計年度末残高に含まれております。

受取手形 76,069千円

支払手形 336,276千円

割引手形 114,944千円

裏書手形 6,489千円

受取手形 65,311千円

支払手形 297,993千円

割引手形 61,919千円

裏書手形 5,304千円

受取手形 103,659千円

支払手形 187,478千円

割引手形 36,322千円

裏書手形 9,831千円

５　当社及び連結子会社において、運転資金

の効率的な調達を行うため取引銀行５行と

当座貸越契約を締結しております。これら

に基づく当中間連結会計期間末の借入未実

行残高は次の通りです。

５　当社及び連結子会社において、運転資金

の効率的な調達を行うため取引銀行６行と

当座貸越契約を締結しております。これら

に基づく当中間連結会計期間末の借入未実

行残高は次の通りです。

５　当社及び一部の連結子会社は、運転資金

の効率的な調達を行うため取引銀行６行と

当座貸越契約及びコミットメント契約を締

結しております。これらに基づく当連結会

計年度末の借入未実行残高は次の通りです。

当座貸越極度額 2,500,000千円

借入実行残高 1,980,000千円

差引額 520,000千円

当座貸越極度額 1,920,000千円

借入実行残高 1,600,000千円

差引額 320,000千円

当座貸越極度額 2,730,000千円

借入実行残高 1,470,000千円

差引額 1,260,000千円

６　財務制限条項等 ６　財務制限条項等 ６　財務制限条項等

 下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務

について、金利引上げ、期限の利益の喪失

等の可能性があります。

 (1)平成16年２月19日締結の長期借入金

575,000千円（うち、１年内返済予定額

230,000千円）について下記の条項が付され

ております。

 ①連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、損益計算書の営業利益及び経

常利益で黒字を確保する。

 ②連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、平成15年３月時点の貸借対照

表の資本の部の合計額の75％を維持する。

 ③連結ベースでの監査済決算書において、毎

年３月末の有利子負債の残高が当該決算期

の売上高の30％を上回らない。

その他、担保条項、債権譲渡予約等の条項

が設けられております。

 下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務

について、金利引上げ、期限の利益の喪失

等の可能性があります。

  (1)平成17年６月28日締結の長期借入金

473,000千円（うち、１年内返済予定額

172,000千円）について下記の条項が付され

ております。

基本契約締結日以降に到来する当社の毎会

計年度末において、決算報告書等に記載す

る連結での貸借対照表、損益計算書につき、

以下に定める事由のいずれかが生じた場合

には、基本契約の見直しを目的とした協議

をする。

 ①営業利益並びに経常利益が赤字になったと

き。

 ②自己資本比率が0％未満（債務超過状態）

となったとき。 

 その他、出資維持等に一定の制限が設けら

れております。

 下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務

について、金利引上げ、期限の利益の喪失

等の可能性があります。

 (1)平成16年２月19日締結の長期借入金 

460,000千円（うち、１年内返済予定額 

230,000千円）について下記の条項が付され

ております。

 ①連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、損益計算書の営業利益及び経

常利益で黒字を確保する。

 ②連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、平成15年３月時点の貸借対照

表の資本の部の合計額の75％を維持する。

 ③連結ベースでの監査済決算書において、毎

年３月末の有利子負債の残高が当該決算期

の売上高の30％を上回らない。

その他、担保条項、債権譲渡予約等の条項

が設けられております。
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

 (2)平成17年６月28日締結の長期借入金

645,000千円（うち、１年内返済予定額

172,000千円）について下記の条項が付され

ております。

基本契約締結日以降に到来する当社の毎会

計年度末において、決算報告書等に記載す

る連結での貸借対照表、損益計算書につき、

以下に定める事由のいずれかが生じた場合

には、基本契約の見直しを目的とした協議

をする。

 ①営業利益並びに経常利益が赤字になったと

き。

 ②自己資本比率が0％未満（債務超過状態）

となったとき。 

 その他、出資維持等に一定の制限が設けら

れております。

  (2)平成17年９月22日締結の長期借入金

919,500千円（うち、１年内返済予定額

165,000千円について下記の条項が付されて

おります。

①連結ベースでの監査済決算書及び半期決 

算書において、損益計算書の営業利益及び

経常利益で黒字を確保する。

  ②連結ベースでの監査済決算書及び半期決

算書において、平成17年３月末時点あるい

は直近期の貸借対照表の資本の部の合計額

のいずれか大きい方の75％以上を維持す

る。

 その他、出資維持、担保提供等に一定の制

限が設けられております。

 (2)平成17年６月28日締結の長期借入金 

559,000千円（うち、１年内返済予定額 

172,000千円）について下記の条項が付され

ております。

基本契約締結日以降に到来する当社の毎会

計年度末において、決算報告書等に記載す

る連結での貸借対照表、損益計算書につき、

以下に定める事由のいずれかが生じた場合

には、基本契約の見直しを目的とした協議

をする。

  ①営業利益並びに経常利益が赤字になった

とき。

  ②自己資本比率が0％未満（債務超過状態）

となったとき。 

 その他、出資維持等に一定の制限が設けら

れております。

 (3)平成17年９月22日締結の長期借入金

1,084,500千円（うち、１年内返済予定額

165,000千円について下記の条項が付されて

おります。

 ①連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、損益計算書の営業利益及び経

常利益で黒字を確保する。

 ②連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、平成17年３月末時点あるいは

直近期の貸借対照表の資本の部の合計額の

いずれか大きい方の75％以上を維持する。

 その他、出資維持、担保提供等に一定の制

限が設けられております。

 (3)平成18年９月29日締結の長期借入金

304,041千円（うち、１年内返済予定額

76,010千円)について下記の条項が付されて

おります。

 ①連結ベースでの監査済決算書において、損

益計算書の営業利益及び経常利益で黒字を

確保する。

 ②連結ベースでの監査済決算書において、平

成18年３月末時点あるいは直近期の貸借対

照表の資本の部の合計額のいずれか大きい

方の75％以上を維持する。

 ③連帯保証人の監査済決算書において、平

成21年2月期より営業権償却前の経常利益で

黒字を維持する。

　その他、出資維持、担保提供等に一定の

制限が設けられております。

 (3)平成17年９月22日締結の長期借入金 

1,002,000千円（うち、１年内返済予定額 

165,000千円について下記の条項が付されて

おります。

 ①連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、損益計算書の営業利益及び経

常利益で黒字を確保する。

 ②連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、平成17年３月末時点あるいは

直近期の貸借対照表の資本の部の合計額の

いずれか大きい方の75％以上を維持する。

 その他、出資維持、担保提供等に一定の制

限が設けられております。

 (4)当社は機動的なM＆Aを行うため取引銀行

１行とコミットメントライン契約を平成16

年12月24日に締結しております。この契約

に基づく当中間連結会計期間末の借入未実

行残高は次の通りであります。

借入極度額 1,000,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 ―　　 千円

 本契約には下記条項が付されております。

  (4)当社は機動的なM＆Aを行うため取引銀行

１行とコミットメントライン契約を平成16

年12月24日に締結しております。この契約

に基づく当連結会計年度の借入未実行残高

は次の通りであります。

借入極度額 1,000,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 500,000千円

 本契約には下記条項が付されております。

 ①当社の決算期（中間期を含まない）におけ

る単体の損益計算書及び連結損益計算書に

示される経常損益が損失である状況が２期

連続しないこと。

 ②当社の決算期（中間期を含まない）におけ

る単体の貸借対照表及び連結貸借対照表に

示される資本の部の合計額を、それぞれ前

期末の資本の部の合計額の75％以上に維持

すること。

  ①当社の決算期（中間期を含まない）におけ

る単体の損益計算書及び連結損益計算書に

示される経常損益が損失である状況が２期

連続しないこと。

 ②当社の決算期（中間期を含まない）におけ

る単体の貸借対照表及び連結貸借対照表に

示される資本の部の合計額を、それぞれ前

期末の資本の部の合計額の75％以上に維持

すること。
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

  ③当社の決算期（中間期を含まない）にお

ける単体の貸借対照表及び連結貸借対照表

上の借入依存度を60％以下に維持するこ

と。

但し「借入依存度」とは、①貸借対照表に

おける短期借入金（１年以内返済予定長期

借入金を含む）、長期借入金、普通社債、

新株予約権付社債（転換社債及び新株引受

権付社債を含む）及び受取手形割引高並び

に本契約に基づく未使用貸付極度額の合計

金額を②貸借対照表における総資本及び受

取手形割引高並びに本契約に基づく未使用

貸付極度額で除して得られる百分率で表せ

る数値をいう。その他、担保提供、資産譲

渡等に一定の制限が設けられております。

   ③当社の決算期（中間期を含まない）にお

ける単体の貸借対照表及び連結貸借対照表

上の借入依存度を60％以下に維持するこ

と。

但し「借入依存度」とは、①貸借対照表に

おける短期借入金（１年以内返済予定長期

借入金を含む）、長期借入金、普通社債、

新株予約権付社債（転換社債及び新株引受

権付社債を含む）及び受取手形割引高並び

に本契約に基づく未使用貸付極度額の合計

金額を②貸借対照表における総資本及び受

取手形割引高並びに本契約に基づく未使用

貸付極度額で除して得られる百分率で表せ

る数値をいう。その他、担保提供、資産譲

渡等に一定の制限が設けられております。

(5)当社の一部の子会社の平成17年７月29日及

び平成18年４月10日締結の長期借入金

1,621,000千円（うち、１年内返済予定額

384,000千円）について下記の条項が付され

ております。

 (5)当社の一部の子会社の平成17年７月29日及

び平成18年４月10日締結の長期借入金 

1,121,000千円（うち、１年内返済予定額 

331,000千円）について下記の条項が付され

ております。

  ①平成１８年３月期以降の決算期末におい

て、損益計算書上、営業権償却費及び減価

償却費の計上後に、営業赤字、経常赤字を

それぞれ計上しないものとする。

また、その他に担保提供、資産譲渡、投資、

出資維持、利益処分等に一定の制限が設け

られております。

   ①平成１８年３月期以降の決算期末におい

て、損益計算書上、営業権償却費及び減価

償却費の計上後に、営業赤字、経常赤字を

それぞれ計上しないものとする。

また、その他に担保提供、資産譲渡、投資、

出資維持、利益処分等に一定の制限が設け

られております。

(6)平成18年９月29日締結の長期借入金380,052

千円（うち、１年内返済予定額76,010千円)

について下記の条項が付されております。

 ①連結ベースでの監査済決算書において、損

益計算書の営業利益及び経常利益で黒字を

確保する。

 ②連結ベースでの監査済決算書において、平

成17年３月末時点あるいは直近期の貸借対

照表の資本の部の合計額のいずれか大きい

方の75％以上を維持する。

  ③連帯保証人の監査済決算書において、平

成21年2月期より営業権償却前の経常利益で

黒字を維持する。

　その他、出資維持、担保提供等に一定の

制限が設けられております。

(6)平成18年９月29日締結の長期借入金342,046

千円（うち、１年内返済予定額76,010千円)

について下記の条項が付されております。

 ①連結ベースでの監査済決算書において、損

益計算書の営業利益及び経常利益で黒字を

確保する。

 ②連結ベースでの監査済決算書において、平

成17年３月末時点あるいは直近期の貸借対

照表の資本の部の合計額のいずれか大きい

方の75％以上を維持する。

  ③連帯保証人の監査済決算書において、平

成21年2月期より営業権償却前の経常利益で

黒字を維持する。

　その他、出資維持、担保提供等に一定の

制限が設けられております。
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前中間連結会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間連結会計期間末
（平成19年９月30日）

前連結会計年度
（平成19年３月31日）

７　　　　　　　　────　　  ７　　　　　　────　　 ７　偶発債務

 　株式会社カリーノより、当社子会社の丸福

商事株式会社が株式会社カジュアル・ジャ

パンの事業を譲り受けたことから株式会社

カジュアル・ジャパンの債務の存在を巡り、

平成16年12月及び平成17年６月熊本地方裁

判所に、丸福商事株式会社に対し損害賠償

請求の訴えが提起され、平成18年12月丸福

商事株式会社に損害賠償金の支払いを命じ

る判決がありました。（丸福商事株式会社

の損害賠償金の負担額は遅延損害金を含め

て260百万円であります。）

　丸福商事株式会社は、判決内容を不服と

して控訴し、現在福岡高等裁判所において

審理中であります。

　当社グループとしては、債務の承継を受

けていないことを主張しており損害賠償義

務は存在していないと確信しております。
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（中間連結損益計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目と

金額は次の通りであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目と

金額は次の通りであります。

※１　販売費及び一般管理費の主要な費目と

金額は次の通りであります。

販売手数料 1,777,097千円

給与手当 4,506,715千円

貸倒引当金繰入額 16,457千円

賞与引当金繰入額 82,634千円

退職給付費用 21,166千円

役員退職慰労引当金繰

入額
5,035千円

賃借料 1,944,550千円

のれん償却額 438,125千円 

販売手数料 1,247,884千円

給与手当 4,174,366千円

貸倒引当金繰入額 26,224千円

賞与引当金繰入額 88,272千円

退職給付費用 17,907千円

賃借料 1,988,214千円

のれん償却額 398,774千円 

販売手数料 3,235,827千円

給与手当 8,865,977千円

貸倒引当金繰入額 143,811千円

賞与引当金繰入額 74,270千円

退職給付費用 34,684千円

役員退職慰労引当金繰

入額
5,035千円

賃借料 3,978,816千円

のれん償却額 868,789千円

株主優待引当金繰入額 4,500千円

※２　固定資産売却益の内容は次の通りであ

ります。

機械装置及び運搬具 633千円

その他 111千円

計 744千円

※２　固定資産売却益の内容は次の通りであ

ります。

土地 1,223,161千円

その他 1,680千円

計 1,224,842千円

※２　固定資産売却益の内容は次の通りであ

ります。

機械装置及び運搬具 14千円

工具器具備品 1,155千円

土地（建物含む） 2,159,156千円

その他 436千円

計 2,160,762千円

※３　固定資産売却損の内容は次の通りであ

ります。　　　　　

建物及び構築物 3,638千円

機械装置及び運搬具 64千円

工具器具備品 890千円

その他 3千円

計 4,597千円

※３　固定資産売却損の内容は次の通りであ

ります。　　　　　

建物及び構築物 59,703千円

工具器具備品 1,117千円

その他 175千円

計 60,996千円

※３　固定資産売却損の内容は次の通りであ

ります。　　　　　

建物及び構築物 5,668千円

機械装置及び運搬具 64千円

工具器具備品 1,224千円

その他 550千円

計 7,508千円

※４　固定資産除却損の内容は次の通りであ

ります。　

建物及び構築物 50,745千円

機械装置及び運搬具 4,642千円

工具器具備品 11,633千円

計 67,020千円

※４　固定資産除却損の内容は次の通りであ

ります。　

建物及び構築物 18,842千円

工具器具備品 1,813千円

ソフトウェア 2,100千円

計 22,756千円

※４　固定資産除却損の内容は次の通りであ

ります。　

建物及び構築物 95,006千円

機械装置及び運

搬具
276千円

工具器具備品 33,636千円

その他 1,516千円

計 130,436千円
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ※５　減損損失

　当中間連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損失を

計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

大阪市中央

区他

販売・管

理施設

建物及び

工具器具

備品他

32,197

その他 遊休資産 土地 700

－ 遊休資産 
電話加入

権 
1,415

　当社グループは、事業の関連性により資産

のグルーピングを行っております。但し、賃

貸用資産、遊休資産については、個々の物件

をグルーピングの最小単位としております。

　営業活動から生ずる損益が継続してマイナ

スである資産グループ及び土地等の時価の下

落が著しい資産グループについては、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失(34,312千円)として特別損失に計上

しております。その内訳は、建物18,817千円、

車両運搬具15千円、工具器具備品13,363千円、

土地700千円及び電話加入権1,415千円であり

ます。

　なお、販売・管理施設の回収可能価額は、

使用価値により測定しておりますが、将来

キャッシュ・フローがマイナスであるため割

引計算は行っておりません。

　また、遊休資産は、正味売却価額により測

定しており不動産鑑定評価額等により算定し

ております。

 ※５　減損損失

　当中間連結会計期間において、当社グルー

プは以下の資産グループについて減損損失を

計上しております。

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

東京都渋谷

区他

販売・管

理施設

建物及び

工具器具

備品他

13,400

 東京都中

央区

販売・管

理施設

 建物及び

工具器具

備品

5,707

 東京都渋

谷区

販売・管

理施設
 商標権 1,009

 愛知県名

古屋市

販売・管

理施設
 のれん 28,900

 長崎県佐

世保市他

販売・管

理施設

 建物、工

具器具備

品及び電

話加入権

4,132

 東京都江

東区他

販売・管

理施設

 建物及び

工具器具

備品

33,788

 埼玉県蕨

市他

販売・管

理施設

 建物及び

工具器具

備品

8,672

 兵庫県宝

塚市他

販売・管

理施設

 建物及び

工具器具

備品

24,818

 東京都豊

島区他

販売・管

理施設

 建物及び

工具器具

備品及び

のれん

51,901

 東京都中

央区

販売・管

理施設

 建物、機

械装置及

び工具器

具備品

3,782

その他 遊休資産 土地 140

　当社グループは、事業の関連性により資産

のグルーピングを行っております。ただし、

賃貸用資産、遊休資産については、個々の物

件をグルーピングの最小単位としておりま

す。

　営業活動から生ずる損益が継続してマイナ

スである資産グループ及び土地等の時価の下

落が著しい資産グループについては、帳簿価

額を回収可能価額まで減額し、当該減少額を

減損損失(176,253千円)として特別損失に計上

しております。

 なお、販売・管理施設の回収可能価額は、使

用価値により測定しておりますが、将来キャッ

シュ・フローがマイナスであるため割引計算

は行っておりません。

　また、遊休資産は、正味売却価額により測

定しており不動産鑑定評価額等により算定し

ております。

 ※５　減損損失

　当連結会計年度において、当社グループは

以下の資産グループについて減損損失を計上

しております。

場所 用途 種類
減損損失

（千円）

大阪市中央

区他

販売・管理

施設

土地、建物及

び工具器具備

品、リース資

産他

46,344

大阪府堺市

南区他

販売・管理

施設

建物及び工具

器具備品
26,617

三重県名張

市他

販売・管理

施設

建物及び工具

器具備品、電

話加入権他

20,483

東京都渋谷

区他

販売・管理

施設

建物及び工具

器具備品、

リース資産、

商標権、のれ

ん他

339,831

東京都中央

区他

販売・管理

施設

建物及び工具

器具備品、

リース資産、

ソフトウェア

他

7,616

東京都大田

区他

販売・管理

施設

建物及び工具

器具備品、

リース資産他

47,367

東京都調布

市他

販売・管理

施設
建物付属設備 2,476

神奈川県綾

瀬市他

販売・管理

施設

建物及び工具

器具備品
18,280

神奈川県小

田原市他

販売・管理

施設

建物及び工具

器具備品
22,115

東京都江東

区他

販売・管理

施設

工具器具備品、

長期前払費用
2,844

福岡市東区

他

販売・管理

施設

土地、建物及

び工具器具備

品、ソフト

ウェア他

36,976

その他 遊休資産 工具器具備品 4,376

その他 遊休資産 土地 880

その他 遊休資産 電話加入権 1,415

　当社グループは、事業の関連性により資産の

グルーピングを行っております。ただし、賃貸

用資産、遊休資産については、個々の物件をグ

ルーピングの最小単位としております。

　営業活動から生ずる損益が継続してマイナス

である資産グループ及び土地等の時価の下落が

著しい資産グループについては、帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、当該減少額を減損損失

(577,626千円)として特別損失に計上しており

ます。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 　減損損失の内訳

内訳 減損損失(千円)

建物 76,163

車両運搬具 62

工具器具備品 19,668

土地 140

電話加入権 881

のれん 76,772

商標権 1,009

長期前払費用 1,555

　なお、販売・管理施設の回収可能価額は、

使用価値により測定しておりますが、将来

キャッシュ・フローがマイナスであるため割

引計算は行っておりません。

　また、遊休資産は、正味売却価額により測

定しており不動産鑑定評価額等により算定し

ております。

 減損損失の内訳

内訳 減損損失(千円)

建物 184,560

車両運搬具 3,059

工具器具備品 44,642

土地 12,972

電話加入権 7,117

のれん 253,375

商標権 45,922

ソフトウエア 5,054

長期前払費用 3,244

リース資産 17,676
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（中間連結株主資本等変動計算書関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30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（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式　(注) 22,082 270 － 22,352

合計 22,082 270 － 22,352

自己株式

普通株式 15 － － 15

合計 15 － － 15

 (注)　普通株式の発行済株式総数の増加は、ストックオプションの行使による新株の発行による増加であります。

２．新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　(1)配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 110,335 5 平成18年３月31日 平成18年６月30日

　(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

     該当事項はありません。
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当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30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（千株）

当中間連結会計期間
増加株式数（千株）

当中間連結会計期間
減少株式数（千株）

当中間連結会計期間
末株式数（千株）

発行済株式

普通株式　(注) 22,352 36 － 22,388

合計 22,352 36 － 22,388

自己株式

普通株式 15 － － 15

合計 15 － － 15

 (注)　普通株式の発行済株式総数の増加は、ストックオプションの行使による新株の発行による増加であります。

２．新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　(1)配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日

定時株主総会
普通株式 111,685 5 平成19年３月31日 平成19年６月28日

　(2)基準日が当中間会計期間に属する配当のうち、配当の効力発生日が中間会計期間末後となるもの

     該当事項はありません。
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前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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（千株）

当連結会計年度増加
株式数（千株）

当連結会計年度減少
株式数（千株）

当連結会計年度末株
式数（千株）

発行済株式

普通株式　(注) 22,082 270 ― 22,352

合計 22,082 270 ― 22,352

自己株式

普通株式 15 ― ― 15

合計 15 ― ― 15

 (注)　普通株式の発行済株式総数の増加は、ストックオプションの行使による新株の発行による増加であります。

２．新株予約権等に関する事項

　　該当事項はありません。

３．配当に関する事項

　(1)配当金支払額

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

１株当たり配当
額（円）

基準日 効力発生日

平成18年６月29日

定時株主総会
普通株式 110,335 5 平成18年３月31日 平成18年６月30日

　(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの

（決議）
株式の種類

配当金の総額
（千円）

配当の原資
１株当たり配
当額（円）

基準日 効力発生日

平成19年６月27日

定時株主総会
普通株式 111,685 その他資本剰余金 5 平成19年３月31日 平成19年６月28日
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※　現金及び現金同等物の中間期末残高と中

間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中間期末残高と中

間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

(平成18年９月30日現在) (平成19年９月30日現在) (平成19年３月31日現在)

現金及び預金勘定 4,768,708千円

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金

△106,500千円

現金及び現金同等物 4,662,208千円

現金及び預金勘定 5,535,347千円

預入期間が３ヶ月を
超える定期預金

△1,090,125千円

現金及び現金同等物 4,445,221千円

現金及び預金勘定 6,626,144千円

預入期間が３ヶ月を超
える定期預金

△139,920千円

現金及び現金同等物 6,486,224千円

（リース取引関係）

 　中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（有価証券関係）

 　中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（デリバティブ取引関係）

 　中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（ストック・オプション等関係）

前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間において、ストック・オプションの付与は行っておりません。

当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

当中間連結会計期間において、ストック・オプションの付与は行っておりません。

前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

当連結会計年度において、ストック・オプションの付与は行っておりません。
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（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）

和装事業

（千円）

宝飾事業

（千円）

洋装事業

（千円）

寝装事業

（千円）

健康関連事業

（千円）

ブランド事業

（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 7,588,522 5,070,532 6,006,397 1,318,998 6,491,934 417,750

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
11,697 300 4,012 ― 5,700 52,703

計 7,600,219 5,070,832 6,010,410 1,318,998 6,497,634 470,453

営業費用 7,489,994 5,061,219 6,331,480 1,435,308 6,941,138 361,898

営業利益又は営業損失（△） 110,224 9,613 △321,070 △116,310 △443,503 108,555

美容事業

（千円）

その他事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 4,005,953 875,674 31,775,763 ― 31,775,763

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
― 41,519 115,932 △115,932 ―

計 4,005,953 917,193 31,891,696 △115,932 31,775,763

営業費用 4,191,135 959,661 32,771,838 △111,566 32,660,271

営業利益又は営業損失（△） △185,182 △42,468 △880,142 △4,365 △884,508

　　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、商品の種類で区分しております。

２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要な商品

和装事業  振袖、留め袖、訪問着、七五三祝着、和装小物、着付け教室等

宝飾事業  ダイヤモンドリング、ファッションリング、ネックレス、時計等

洋装事業  スーツ、毛皮コート、ベビー・子供用品等

寝装事業  羽毛・羊毛ふとん、婚礼ふとん、タオルケット等

健康関連事業  スポーツ用品、スポーツ関連商品、健康関連商品等

ブランド事業  商標権使用許諾及び商工業製品のデザイン立案制作

美容事業  化粧品、浴用剤、美容室等

その他事業  信販、投資事業組合、レストラン運営等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、258,748千円であり、その内容は当社の販売費及び一般

管理費であります。

４．会計処理方法の変更 

（1）「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載の通り、連結子会社株式会社丸正は、和装卸販売取引に係

る売上計上基準を変更したことにより、従来と同じ方法によった場合と比べ「和装事業」の売上高が100,975千円増加し、営業利

益が54,638千円増加しております。
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（2）「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載の通り、従来は純額で販売費及び一般管理費に「連結調整

勘定償却額」を計上する方法によっておりましたが、当中間連結会計期間より総額で販売費及び一般管理費に「のれん償却額」及

び営業外収益に「負ののれん償却額」を両建て表示する方法に変更したことにより、「和装事業」の営業費用が20,094千円増加し

営業利益が同額減少し、「洋装事業」、「健康関連事業」及び「その他事業」の営業費用がそれぞれ125,113千円、63,325千円、

783千円増加し、営業損失がそれぞれ同額増加しております。

５．事業区分の変更 

 　　　事業区分については、従来「和装事業」、「宝飾事業」、「洋装事業」、「寝装事業」、「ブランド事業」、「健康関連事業」

及び「その他事業」の７区分としていましたが、前連結会計年度において「美容事業」のセグメントの営業損益及び資産の金額が

全セグメントの営業損益、資産の金額の合計額の10％以上となったことから「その他事業」を「美容事業」及び「その他事業」に

事業区分を変更することといたしました。

　その結果、前中間連結会計期間と同様の区分によった場合に比し、「その他事業」の売上高は1,387,859千円減少し、営業損失

は36,828千円減少しており、「美容事業」の売上高は1,387,859千円増加し、営業損失は36,828千円増加しております。
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当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

和装事業

（千円）

宝飾事業

（千円）

洋装事業

（千円）

寝装事業

（千円）

健康関連事業

（千円）

ブランド事業

（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 6,078,635 4,665,691 6,916,715 1,351,007 4,202,148 172,758

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
40,353 26,470 5,691 ― 211 33,997

計 6,118,988 4,692,161 6,922,407 1,351,007 4,202,359 206,755

営業費用 6,919,939 4,672,818 7,164,285 1,450,352 4,704,012 289,439

営業利益又は営業損失（△） △800,951 19,342 △241,878 △99,344 △501,652 △82,684

美容事業

（千円）

その他事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 3,806,632 2,085,958 29,279,547 ― 29,279,547

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
― 45,438 152,162 △152,162 ―

計 3,806,632 2,131,297 29,431,709 △152,162 29,279,547

営業費用 3,852,600 2,345,165 31,398,615 △148,637 31,249,977

営業利益又は営業損失（△） △45,968 △213,768 △1,966,905 △3,525 △1,970,430

　　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、商品の種類で区分しております。

２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要な商品

和装事業  振袖、留め袖、訪問着、七五三祝着、和装小物、着付け教室等

宝飾事業  ダイヤモンドリング、ファッションリング、ネックレス、時計等

洋装事業  スーツ、毛皮コート、ベビー・子供用品等

寝装事業  羽毛・羊毛ふとん、婚礼ふとん、タオルケット等

健康関連事業  スポーツ用品、スポーツ関連商品、健康関連商品等

ブランド事業  商標権使用許諾及び商工業製品のデザイン立案制作

美容事業  化粧品、浴用剤、美容室等

その他事業  信販、投資事業組合、レストラン運営等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の金額は、258,710千円であり、その内容は主に管理部門に係る費

用であります。
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４．会計処理方法の変更 

（1）「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」５．に記載の通り、加工を伴う商品の売上計上基準を変更したこ

とにより、従来と同じ方法によった場合と比べ売上高が「和装事業」で1,435,181千円、「宝飾事業」で46,935千円、「洋装事業」

で2,180千円、営業利益が「和装事業」で779,381千円、「宝飾事業」で22,881千円、「洋装事業」で915千円それそれ減少してお

ります。

（2）「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」６．に記載の通り、ロイヤルティの売上計上基準を変更したこと

により、従来と同じ方法によった場合と比べ「ブランド事業」で売上高が213,371千円、営業利益が168,324千円それそれ減少して

おります。

（3）「中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」７．に記載の通り、信販会社のリベートの計上区分の変更を変更

したことにより、従来と同じ方法によった場合と比べ営業利益が「和装事業」で25,905千円、「宝飾事業」で37,341千円、「洋装

事業」で18,010千円、「寝装事業」で4,966千円、「健康関連事業」で8,421千円、「その他事業」で39,843千円それそれ増加して

おります。
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前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）

和装事業

（千円）

宝飾事業

（千円）

洋装事業

（千円）

寝装事業

（千円）

健康関連事業

（千円）

ブランド事業

（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 15,060,286 10,858,130 13,401,148 3,024,549 13,707,685 934,498

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
78,240 1,471 8,267 ― 39,127 59,977

計 15,138,526 10,859,602 13,409,415 3,024,549 13,746,812 994,475

営業費用 15,095,643 10,885,661 14,027,393 3,336,344 14,548,223 701,997

営営業利益又は営業損失（△） 42,882 △26,058 △617,977 △311,794 △801,410 292,478

美容事業

（千円）

その他事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 8,151,268 1,754,449 66,892,017 ― 66,892,017

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
― 102,065 289,149 △289,149 ―

計 8,151,268 1,856,515 67,181,167 △289,149 66,892,017

営業費用 8,362,315 1,997,642 68,955,221 △127,314 68,827,907

営業利益又は営業損失（△） △211,046 △141,127 △1,774,054 △161,835 △1,935,889

　　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、商品の種類で区分しております。

２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要な商品

和装事業  振袖、留め袖、訪問着、七五三祝着、和装小物、着付け教室等

宝飾事業  ダイヤモンドリング、ファッションリング、ネックレス、時計等

洋装事業  スーツ、毛皮コート、ベビー・子供用品等

寝装事業  羽毛・羊毛ふとん、婚礼ふとん、タオルケット等

健康関連事業  スポーツ用品、スポーツ関連商品、健康関連商品等

ブランド事業  商標権使用許諾及び商工業製品のデザイン立案制作

美容事業  化粧品、浴用剤、美容室等

その他事業  信販、投資事業組合、レストラン運営等

３．営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用573,467千円であり、主に管理部門に係る費用であります。

４．会計処理方法の変更

（1）「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載の通り、連結子会社株式会社丸正は、和装卸販売取引に係る売

上計上基準を変更したことにより、従来と同じ方法によった場合と比べ「和装事業」の売上高が232,996千円増加し、営業利益が

147,774千円増加しております。

（2）「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更」に記載の通り、従来は純額で販売費及び一般管理費に「連結調整勘定

償却額」を計上する方法によっておりましたが、当連結会計年度より総額で販売費及び一般管理費に「のれん償却額」及び営業外

収益に「負ののれん償却額」を両建て表示する方法に変更したことにより、営業費用が「和装事業」で40,778千円、「宝飾事業」

で476千円、「洋装事業」で250,056千円、「健康関連事業」で126,651千円、「その他事業」で3,039千円が増加し営業損失がそれ

ぞれ同額増加しております。
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ｂ．所在地別セグメント情報

　前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）において、本邦の売上高は、全セグメント

の売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

　当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）において、本邦の売上高は、全セグメント

の売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。

　前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）において、本邦の売上高は、全セグメントの売

上高の合計に占める割合が90％超であるため、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

　前中間連結会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30日）において、海外売上高は、連結売上高の

10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　当中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）において、海外売上高は、連結売上高の

10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

　前連結会計年度（自平成18年４月１日　至平成19年３月31日）において、海外売上高は、連結売上高の10％未

満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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（企業結合等関係）

 前中間連結会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30日）

  (パーチェス法適用関係)

１．事業譲受企業の名称及び事業の内容、企業結合を行っ

た主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合

後の企業の名称

 

１．事業譲受企業の名称及び事業の内容、企業結合を行っ

た主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合

後の企業の名称

　(1) 事業譲受企業の名称及び事業の内容  　(1) 事業譲受企業の名称及び事業の内容

　　㈱新星堂　　スポーツ用品事業 　　　㈱オカ林　　美容室経営

  (2)企業結合を行った主な理由   (2)企業結合を行った主な理由

　当社グループの企業価値の拡大を図るため、「美道五

原則」及び「衣食住遊学」をテーマとする事業への投資

を実施しました。 

　　　　　　　　   同左

  (3) 企業結合日    (3) 企業結合日

     平成18年４月４日      平成18年５月16日

  (4) 企業結合の法的形式    (4) 企業結合の法的形式

       事業譲受        事業譲受

  (5) 結合後の企業の名称

      ㈱ヤマノスポーツシステムズ 

  (5) 結合後の企業の名称

     ㈱ビューティプラザ

２．中間連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間 ２．中間連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

    平成18年４月４日から平成18年９月30日      平成18年５月16日から平成18年８月31日

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

       現金　1,041,786千円

３．被取得企業の取得原価及びその内訳

     　現金　  716,758千円

４．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生要因、償

却方法及び償却期間

４．発生したのれん又は負ののれんの金額、発生要因、償

却方法及び償却期間

 　　のれん及び負ののれんは発生しておりません。

  　　　

 　(1)のれんの金額

       　25,768千円

 

　　　　

   (2)発生要因

 取得価額の算定について、今後の利益計画を加味し算定し

ております。

 

　　　　　

  (3)償却の方法及び償却期間

　　　５年間で均等償却

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額

並びにその主な内訳

５．企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額

並びにその主な内訳

流動資産 692,170千円

固定資産 349,615千円

計 1,041,786千円

流動資産 30,425千円

固定資産 661,764千円

計 692,190千円

固定負債 1,200千円

計 1,200千円

６．企業結合が中間連結会計期間の開始日に完了したと仮

定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計算

書に及ぼす影響の概算額

６．企業結合が中間連結会計期間の開始日に完了したと仮

定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計算

書に及ぼす影響の概算額

 　平成18年４月４日に事業譲受を行っているため影響は

軽微であります。

 

 　事業の部分的な譲受のため概算額の算定が困難であり

試算しておりません。
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 当中間連結会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30日）

 (企業結合における共通支配下の取引関係)

１．子会社の合併

　　当社は、当中間連結会計年度の連結財務諸表の作成にあたり、「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会　平

成15年10月31日)及び企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」（企業会計基準委員会　平成18

年12月22日　企業会計適用指針第10号）に基づき、以下の取引について、共通支配下の取引として処理しております。

  結合当事企業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概

要

　 (1) 結合当事企業の名称

　  堀田産業株式会社

   (2) 事業の内容

　   洋装事業(意匠撚糸の製造・販売)

   (3) 企業結合の法的形式

     株式会社丸正を存続会社とする吸収合併方式で、堀田産業株式会社は解散いたしました。なお、株式会社丸正は、

商号を堀田丸正株式会社に変更しております。

   (4) 取引の目的を含む取引の概要

     ①目的

    子会社２社を合併し、双方の持つ経営資産・技術を合わせることにより、グループ全体の経営効率化と事業基盤の

強化を図るものであります。

      ②合併の期日

 　　　平成19年４月１日

 (パーチェス法適用関係)

２．㈱松崎の株式取得

　(1)企業結合の概要

 　　① 取得企業の名称及び事業の内容

　　 　㈱松崎　旅行鞄、ビジネス鞄、学生鞄等の製造販売及び輸出入

    ② 企業結合を行った主な理由

　当社グループの企業価値の拡大を図るため、「美道五原則」及び「衣食住遊学」をテーマとする事業への投資を実

施しました。 

     ③ 企業結合日

      平成19年９月3日

     ④ 企業結合の法的形式

       株式買収による取得

    ⑤ 結合後の企業の名称

       ㈱松崎

    ⑥ 取得した議決権比率

      堀田丸正㈱100%（注）当社が議決権の52.02%を保有する堀田丸正㈱による間接所有であります。

(2) 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

     該当事項はありません。

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

     　現金　 102,000千円

(4) 発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

 　  ①負ののれんの金額

 　  　　193,100千円

 　  ②発生原因

 　 ㈱松崎の取得原価が、取得した資産および引き受けた負債に配分された純額を下回ったため負ののれんが発生い

たしました。

 　  ③償却方法及び償却期間

 　  　５年間で均等償却
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(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

 　　　①　資産の額

流動資産 1,412,105千円

固定資産 123,780千円

計 1,535,886千円

 　　　②　負債の額

流動負債 804,960千円

固定負債 435,824千円

計 1,240,785千円

(6) 企業結合が連結会計年度の開始日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に及ぼす

影響の概算額

 売上高 31,443,822千円

 営業損失 △1,977,116千円

 経常損失 △1,627,031千円

 当期純損失 △2,859,567千円

 （概算額の算定方法及び重要な前提条件）

 　　概算額の算定については、㈱松崎の平成19年３月１日から平成19年８月31日の損益計算書の数値を基礎として、

当社の中間連結損益計算書と合算したものであります。なお、のれんの中間見積額を控除しております。

 　売上高・営業損失・経常損失・中間純損失を記載し、「上記情報は、実際に出資が期首時点で行われた場合の連結

会社の経営成績を表すものではありません。

 　なお、当該注記情報(6)については、監査証明を受けておりません。

 

２．松崎生産㈱の株式取得

　(1)企業結合の概要

 　　① 取得企業の名称及び事業の内容

　　 　松崎生産㈱　旅行鞄、ビジネス鞄、学生鞄等の製造販売及び輸出入

    ② 企業結合を行った主な理由

　当社グループの企業価値の拡大を図るため、「美道五原則」及び「衣食住遊学」をテーマとする事業への投資を実

施しました。 

     ③ 企業結合日

      平成19年９月3日

     ④ 企業結合の法的形式

       株式買収による取得

    ⑤ 結合後の企業の名称

       松崎生産㈱

    ⑥ 取得した議決権比率

      　堀田丸正㈱100%　（注）当社が議決権の52.02%を保有する堀田丸正㈱による間接所有であります。

(2) 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

     該当事項はありません。

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

     　現金　 1,000千円

(4) 発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

 　  ①負ののれんの金額

 　  　　22,657千円

 　  ②発生原因

 　 松崎生産㈱の取得原価が、取得した資産および引き受けた負債に配分された純額を下回ったため負ののれんが発

生いたしました。

 　  ③償却方法及び償却期間

 　  　５年間で均等償却
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(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

 　　　①　資産の額

流動資産 91,203千円

固定資産 45,605千円

計 136,809千円

 　　　②　負債の額

流動負債 108,742千円

固定負債 4,409千円

計 113,151千円

(6) 企業結合が連結会計年度の開始日に完了したと仮定した場合の当中間連結会計期間の中間連結損益計算書に及ぼす

影響の概算額

 売上高 29,592,280千円

 営業損失 △1,962,303千円

 経常損失 △1,616,882千円

 当期純損失 △1,351,221千円

 （概算額の算定方法及び重要な前提条件）

 　概算額の算定については、松崎生産㈱の平成19年３月１日から平成19年８月31日の損益計算書の数値を基礎として、

当社の中間連結損益計算書と合算したものであります。なお、のれんの中間見積額を控除しております。

 　売上高・営業損失・経常損失・中間純損失を記載し、「上記情報は、実際に出資が期首時点で行われた場合の連結

会社の経営成績を表すものではありません。

 　なお、当該注記情報(6)については、監査証明を受けておりません。

 前連結会計年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３月31日）

 (パーチェス法適用関係)

１．連結子会社㈱ヤマノスポーツシステムの㈱新星堂からのスポーツ用品事業譲受

 (1)事業譲受企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後の企

業の名称

　  ① 事業譲受企業の名称及び事業の内容

　　㈱新星堂　　スポーツ用品事業

  　② 企業結合を行った主な理由

　当社グループの企業価値の拡大を図るため、「美道五原則」及び「衣食住遊学」をテーマとする事業への投資を実

施しました。 

  　③ 企業結合日

       平成18年４月４日

    ④ 企業結合の法的形式

       事業譲受

    ⑤ 結合後の企業の名称

       ㈱ヤマノスポーツシステムズ 

 (2) 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

      平成18年４月１日から平成19年３月31日

 (3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

       現金　1,041,786千円

 (4) 発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

 　　 のれん及び負ののれんは発生しておりません。

 (5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 692,170千円

固定資産 349,615千円

計 1,041,786千円

 (6) 企業結合が連結会計年度の開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の

概算額

 　平成18年４月４日に事業譲受を行っているため影響は軽微であります。

 　なお、当該注記情報(6)については、監査証明を受けておりません。
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２．連結子会社㈱ビューティ多賀志による㈱オカ林からの美容事業譲受

　(1)事業譲受企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後の

企業の名称

 　　① 事業譲受企業の名称及び事業の内容

　　 　㈱オカ林　　美容室経営

    ② 企業結合を行った主な理由

　当社グループの企業価値の拡大を図るため、「美道五原則」及び「衣食住遊学」をテーマとする事業への投資を実

施しました。 

     ③ 企業結合日

      平成18年５月16日

     ④ 企業結合の法的形式

       事業譲受

    ⑤ 結合後の企業の名称

       ㈱ビューティプラザ

(2) 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

     平成18年５月16日から平成19年２月28日

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

     　現金　  716,758千円

(4) 発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

 　 ① のれんの金額

       　25,768千円

    ② 発生原因

       当該のれんは、期待される将来の収益力に関連し発生したもの。

    ③ 償却の方法及び償却期間

　　　 ５年間で均等償却

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 30,425千円

固定資産 661,764千円

計 692,190千円

固定負債 1,200千円

計 1,200千円

(6) 企業結合が連結会計年度の開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概

算額

 　事業の部分的な譲受のため概算額の算定が困難であり試算しておりません。

 　なお、当該注記情報(6)については、監査証明を受けておりません。
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３．連結子会社㈱ヤマノリテーリングスによる丸善㈱からの店外洋品催事事業譲受

　(1)事業譲受企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後の

企業の名称

 　　① 事業譲受企業の名称及び事業の内容

　　 　丸善㈱　　書籍等の全国販売、文具事務用品・洋品・衣料品等の販売

    ② 企業結合を行った主な理由

　当社グループの企業価値の拡大を図るため、「美道五原則」及び「衣食住遊学」をテーマとする事業への投資を実

施しました。 

     ③ 企業結合日

      平成18年８月１日

     ④ 企業結合の法的形式

       事業譲受

    ⑤ 結合後の企業の名称

       丸善ヤマノ㈱

(2) 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

     平成18年８月１日から平成19年３月31日

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

     　現金　  154,043千円

(4) 発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

 　 ① のれんの金額

       　109,523千円

    ② 発生原因

        当該のれんは、期待される将来の収益力に関連し発生したもの。

    ③ 償却の方法及び償却期間

　　　 ５年間で均等償却

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 149,028千円

固定資産 8,517千円

計 157,545千円

固定負債 113,026千円

計 113,026千円

(6) 企業結合が連結会計年度の開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概

算額

 　事業の部分的な譲受のため概算額の算定が困難であり試算しておりません。

 　なお、当該注記情報(6)については、監査証明を受けておりません。
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４．連結子会社㈱ヤマノリテーリングスによるブラザー販売㈱からの訪問販売事業譲受

　(1)事業譲受企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後の

企業の名称

 　　① 事業譲受企業の名称及び事業の内容

　　 　ブラザー販売㈱　　情報機器等の販売

    ② 企業結合を行った主な理由

　当社グループの企業価値の拡大を図るため、「美道五原則」及び「衣食住遊学」をテーマとする事業への投資を実

施しました。 

     ③ 企業結合日

      平成19年１月４日

     ④ 企業結合の法的形式

       事業譲受

    ⑤ 結合後の企業の名称

       ㈱ヤマノ1909プラザ

(2) 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

     平成19年１月１日から平成19年３月31日

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

     　現金　  553,515千円

(4) 発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

 　 ① のれんの金額

       　411,000千円

    ② 発生原因

       当該のれんは、期待される将来の収益力に関連し発生したもの。

    ③ 償却の方法及び償却期間

　　　 ５年間で均等償却

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 71,168千円

固定資産 83,347千円

計 154,515千円

固定負債 12,000千円

計 12,000千円

(6) 企業結合が連結会計年度の開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概

算額

 　事業の部分的な譲受のため概算額の算定が困難であり試算しておりません。

 　なお、当該注記情報(6)については、監査証明を受けておりません。

 

㈱ヤマノホールディングス　(7571)　平成２０年３月期中間決算短信

－ 59 －



５．連結子会社㈱ヤマノスポーツシステムズによる㈱スポーツマンクラブからのスポーツ用品販売事業譲受

　(1)事業譲受企業の名称及び事業の内容、企業結合を行った主な理由、企業結合日、企業結合の法的形式、結合後の

企業の名称

 　　① 事業譲受企業の名称及び事業の内容

　　 　㈱スポーツマンクラブ　　スポーツ用品等の販売

    ② 企業結合を行った主な理由

　当社グループの企業価値の拡大を図るため、「美道五原則」及び「衣食住遊学」をテーマとする事業への投資を実

施しました。 

     ③ 企業結合日

      平成19年２月１日

     ④ 企業結合の法的形式

       事業譲受

    ⑤ 結合後の企業の名称

       ㈱スポーツマンクラブ

(2) 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

     平成19年２月１日から平成19年３月31日

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

     　現金　  20,000千円

(4) 発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

 　  のれん及び負ののれんは発生しておりません。

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

流動資産 11千円

固定資産 19,988千円

計 20,000千円

(6) 企業結合が連結会計年度の開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概

算額

 　事業の部分的な譲受のため概算額の算定が困難であり試算しておりません。

 　なお、当該注記情報(6)については、監査証明を受けておりません。
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６．㈱ブラザーセイビングの株式取得

　(1)企業結合の概要

 　　① 取得企業の名称及び事業の内容

　　 　㈱ブラザーセイビング　割賦販売法に基づく前払式特定取引による商品売買の取次 

    ② 企業結合を行った主な理由

　当社グループの企業価値の拡大を図るため、「美道五原則」及び「衣食住遊学」をテーマとする事業への投資を実

施しました。 

     ③ 企業結合日

      平成19年1月4日

     ④ 企業結合の法的形式

       株式買収による取得

    ⑤ 結合後の企業の名称

       ㈱ヤマノ1909セイビング

    ⑥ 取得した議決権比率

      　100%

(2) 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

     平成19年１月１日から平成19年３月31日

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

     　現金　  99,772千円

(4) 発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

 　  ①負ののれんの金額

 　  　　29,433千円

 　  ②発生原因

 　 ㈱ヤマノ1909セイビングの取得原価が、取得した資産および引き受けた負債に配分された純額を下回ったため負

ののれんが発生いたしました。

 　  ③償却方法及び償却期間

 　  　５年間で均等償却

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

 　　　①　資産の額

流動資産 1,080,777千円

固定資産 64,875千円

計 1,145,652千円

 　　　②　負債の額

流動負債 1,016,446千円

計 1,016,446千円

(6) 企業結合が連結会計年度の開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概

算額

 　影響額は、軽微であります。

 　なお、当該注記情報(6)については、監査証明を受けておりません。
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７．㈱デイ・マックスの株式取得

　(1)企業結合の概要

 　　① 取得企業の名称及び事業の内容

　　 　㈱デイ・マックス　飲食店の運営

    ② 企業結合を行った主な理由

　当社グループの企業価値の拡大を図るため、「美道五原則」及び「衣食住遊学」をテーマとする事業への投資を実

施しました。 

     ③ 企業結合日

      平成19年3月31日

     ④ 企業結合の法的形式

       株式買収による取得

    ⑤ 結合後の企業の名称

      ㈱デイ・マックス　

    ⑥ 取得した議決権比率

       96.3%

(2) 連結財務諸表に含まれる被取得企業の業績の期間

     該当事項はありません。

(3) 被取得企業の取得原価及びその内訳

     　現金　  144,375千円

(4) 発生したのれん又は負ののれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間

 　  ①負ののれんの金額

 　  　　74,214千円

 　  ②発生原因

 　  ㈱デイ・マックスの取得原価が、取得した資産および引き受けた負債に配分された純額を下回ったため負のの　

れんが発生いたしました。

 　  ③償却方法及び償却期間

 　  　５年間で均等償却

(5) 企業結合日に受け入れた資産及び引き受けた負債の額並びにその主な内訳

 　　　①　資産の額

流動資産 392,475千円

固定資産 387,019千円

計 779,495千円

 　　　②　負債の額

流動資産 501,911千円

固定資産 50,478千円

計 552,389千円

(6) 企業結合が連結会計年度の開始日に完了したと仮定した場合の当連結会計年度の連結損益計算書に及ぼす影響の概

算額

 　影響額は、軽微であります。

 　なお、当該注記情報(6)については、監査証明を受けておりません。
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 (事業分離関係)

１．㈱トリニティの株式の譲渡

(1) 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む事業分離の

概要

 　　① 分離先企業の名称及び分離した事業の内容

　　 　㈱トリニティ　　宝飾事業　(内容　宝飾品の卸販売)

    ② 事業分離を行った主な理由

 当社グループは、サカイトレーディング㈱に経営権を移譲することにより、販売面や開発面で両社の相互補完が可能

となり、相乗効果が発揮されることで、㈱トリニティのより一層の発展が見込めるものと判断したことや、当社グルー

プの事業再編の一環として株式の譲渡を決定いたしました。

     ③ 事業分離日

     平成19年２月２日

     ④ 法的形式を含む事業分離の概要

      連結子会社である㈱トリニティの全株式をサカイトレーディング㈱へ譲渡

(2) 実施した会計処理の概要

「㈱トリニティ」の株式の帳簿価額と、この対価として「丸福商事㈱」が受け取った現金との差額を「関係会社

株式売却益」として特別利益に計上しました。

(3) 事業の種類別セグメントで分離した事業が含まれていた事業区分の名称

     宝飾事業

(4) 当該連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

     概算額は、軽微なため、記載を省略しています。

２．ビッグバンスポーツ㈱の株式の譲渡

(1) 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む事業分離の

概要

 　　① 分離先企業の名称及び分離した事業の内容

　　 　ビックバンスポーツ㈱　健康関連事業　(内容　スポーツジムの運営)

    ② 事業分離を行った主な理由

　当社は㈱ゲオに経営権を移譲することにより、販売面や開発面で両社の相互補完が可能となり、相乗効果が発揮さ

れることで、ビッグバンスポーツ㈱のより一層の発展が見込めるものと判断したことや、当社グループの事業再編の

一環として株式の譲渡を決定いたしました。

     ③ 事業分離日

     平成19年３月30日

     ④ 法的形式を含む事業分離の概要

       当社連結子会社のビッグバンスポーツ㈱の株式を㈱ゲオへ譲渡いたしました。

(2) 実施した会計処理の概要

「ビッグバンスポーツ㈱」の株式の帳簿価額と、この対価として「㈱ヤマノホールディングス」が受け取った現

金との差額を「関係会社株式売却益」として特別利益に計上しました。

(3) 事業の種類別セグメントで分離した事業が含まれていた事業区分の名称

     健康関連事業

(4) 当該連結会計年度の連結損益計算書に計上されている分離した事業に係る損益の概算額

     概算額は、軽微なため、記載を省略しています。
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（１株当たり情報）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額   123円56銭

１株当たり中間純損失金

額
  46円57銭

　なお、潜在株式調整後1株当たり中間

純利益金額については、潜在株式は存

在するものの１株当たり中間純損失で

あるため記載しておりません。

１株当たり純資産額    42円14銭

１株当たり中間純損失金

額
   87円93銭

　　　　　　　　同左

１株当たり純資産額 138円35銭

１株当たり当期純損失金

額
   33円55銭

　なお、潜在株式調整後1株当たり当期

純利益金額については、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。

　（注）１．１株当たり中間(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。

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間(当期)純損失金額

中間(当期)純損失（千円） 1,033,466 1,965,827 747,019

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純損失（千

円）
1,033,466 1,965,827 747,019

期中平均株式数（千株） 22,192 22,355 22,264

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

旧商法第280条ノ19の規

定に基づく新株引受権

平成13年６月28日の定

時株主総会決議 

　       674,000株

旧商法第280条ノ19の規

定に基づく新株引受権

平成13年６月28日の定

時株主総会決議 

　 612,000株

旧商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基

づく新株予約権

平成16年６月29日の定

時株主総会決議

331個 

商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づ

く新株予約権

平成14年６月27日の定

時株主総会決議

　      581個 

旧商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基

づく新株予約権

平成16年６月29日の定

時株主総会決議 

　      　328個 

平成17年６月29日の定

時株主総会決議 

526個

平成15年６月27日の定

時株主総会決議 

　    287個

平成17年６月29日の定

時株主総会決議

380個

平成16年６月29日の定

時株主総会決議 

　       331個

 

 

平成17年６月29日の定

時株主総会決議 

　     526個
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 （注）２．１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。

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 4,335,355 3,429,684 4,573,204

純資産の部の合計額から控除する金額（千

円）
1,575,284 2,486,980 1,482,796

（うち少数株主持分） (1,575,284) (2,486,980) (1,482,796)

普通株式に係る中間期末（期末）の純資

産額（千円）
2,760,071 942,704 3,090,407

１株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末（期末）の普通株式の数（千株）
22,337 22,373 22,337
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（重要な後発事象）

前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．平成18年10月16日開催の取締役会におい

て、当社連結子会社の株式会社丸正(以下、

「丸正」という。）を存続会社とし当社連結

子会社の堀田産業株式会社(以下、「堀田産

業」という。）を平成19年4月1日付で合併す

ることを決議いたしました。

(1)合併の目的

　当社グループの洋装事業の統合を図り、経

営資源を集中し各事業の効率化と一体化を推

進することが当社グループ及び両社にとって

望ましいと考えました。

丸正では、堀田産業が持っているノウハウの

共有化に伴い、小売分野での豊富な経験と知

識を持つ人材を確保し、アパレル事業の強化

に繋げ、海外での事業展開も視野に入れるこ

とが可能となります。また、商品製作や企画、

ブランド・デザイン力の強化にも繋がります。

堀田産業では、川上から川下までの商流をよ

り拡大することが可能となります。両社が一

体となって、それぞれの長所を最大限に活か

し、より強力な経営体制で同事業を推進し、

経営資源・ノウハウの共有化に加え、効率的

な経営を行うことによって利益向上が図れる

と判断し、この度、両社の合併を決議いたし

ました。

 (1) 合併の内容

 　①合併の日程

平成18年10月16日　      合併合意書承認取

締役会

平成18年10月16日　      合併合意書の締結

平成18年12月21日　　　　合併契約書承認取

締役会

平成18年12月21日　　　　合併契約書調印

平成19年２月14日(予定)　合併契約書承認臨

時株主総会　

平成19年３月26日(予定)　堀田産業株式売買

最終日　　　

平成19年３月27日(予定)　堀田産業上場廃止

日　　　　　

平成19年４月１日(予定)　合併期日(効力発生

日）

平成19年５月18日(予定)　丸正株券交付日　

　　　　

 ②合併方式

 丸正を存続会社とする吸収合併方式で、堀田

産業は、解散いたします。なお、商号を「堀田

丸正株式会社」に変更いたします。

 ③合併比率等

会社名 ㈱丸正  堀田産業㈱

 合併比率 1  0.7

１．連結子会社の担保提供

　当社の連結子会社である堀田丸正㈱は、平

成19年９月28日開催の臨時取締役会において、

資産の担保提供を行うことを決議し、平成19

年10月１日に当社及び堀田丸正㈱と㈱三井住

友銀行の間で担保設定契約の締結を行いまし

た。

　これらは、平成19年９月28日付で当社と㈱

三井住友銀行の間で交わされた1,000,000千円

を極度額とする金銭消費貸借契約に対応する

ものです。

　なお、担保提供の内容は以下のとおりで

す。 

(1)　平成19年10月１日担保設定契約に基づく

担保提供

 ①　担保提供期間

平成19年10月１日から平成20年３月31日

 ②　担保提供資産

　　現金及び預金　500,000千円

１．子会社の合併

　当社の連結子会社である株式会社丸正は、

平成19年２月14日開催の臨時株主総会の決議

に基づき平成19年４月１日を合併期日として、

当社連結子会社の堀田産業株式会社を吸収合

併いたしました。

(1)合併の目的

　当社グループの洋装事業の統合を図り、経

営資源を集中し各事業の効率化と一体化を推

進することが当社グループ及び両社にとって

望ましいと考えました。

丸正では、堀田産業が持っているノウハウの

共有化に伴い、小売分野での豊富な経験と知

識を持つ人材を確保し、アパレル事業の強化

に繋げ、海外での事業展開も視野に入れるこ

とが可能となります。また、商品製作や企画、

ブランド・デザイン力の強化にも繋がります。

堀田産業では、川上から川下までの商流をよ

り拡大することが可能となります。両社が一

体となって、それぞれの長所を最大限に活か

し、より強力な経営体制で同事業を推進し、

経営資源・ノウハウの共有化に加え、効率的

な経営を行うことによって利益向上が図れる

と判断し、この度、両社の合併を決議いたし

ました。

 (2)合併の方法及び合併後の会社の名称

　①株式会社丸正を存続会社とする吸収合併方式

で堀田産業株式会社は解散いたします。

　②存続会社の商号は、堀田丸正株式会社となり

ました。　

(3)合併比率

会社名 ㈱丸正  堀田産業㈱

合併比率 1  0.7

(4)合併による新株の割当 

 　 堀田産業株式1,000株に対して、丸正株式700

株を割り当てる。

 (5)合併による増加資本金等

 合併による増加資本金はありません。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

  (注)1).株式の割当比率

 　     堀田産業株式会社の株式1株に対して、

株式会社丸正の株式0.7株を割当て交

付いたします。

 　    2).合併比率の算定根拠

　株式会社丸正は大和証券SMBC株式会

社を、堀田産業株式会社は株式会社三

井住友銀行を、第三者機関として起用

し、合併比率の算定を依頼いたしまし

た。その算定結果を参考として、合併

当事者間において協議のうえ、上記比

率を決定いたしました。

 　   3).第三者機関による算定結果、算定方法

及び算定根拠

　大和証券SMBC株式会社は合併比率の

算定根拠となる株式価値の評価方法を

検討した結果、株式会社丸正について

は市場株価平均法、DCF法（ディスカ

ント・キャッシュ・フロー法）に基づ

き算定いたしました。また、株式会社

三井住友銀行は堀田産業株式会社につ

いて市場株価平均法に基づき算出する

ことが妥当と判断し、合併比率算定の

基礎となる株式価値を算定いたしまし

た。

 　 4).合併により発行する新株式数等

現段階では未定であります。

堀田産業株式会社発行の新株予約権の

合併効力発生日前日までにおける行使

状況等により確定する予定であり、確

定次第、お知らせいたします。

 ─────  ２．固定資産の譲渡

  当社子会社の堀田丸正株式会社(旧会社名　

株式会社丸正)は、平成19年6月21日開催の取

締役会において、下記のとおり固定資産の譲

渡を決議いたしました。

 (1)譲渡の理由

  財務体質及び資本効率の改善を図るためであ

ります。

 (2)譲渡の内容

 　資産の内容及び所在地

 　所在地　東京都中央区日本橋富沢町8番5号

 帳簿価額

(千円) 

譲渡価額 

(千円) 

 現況

建物

2,257.95㎡
485,799 1,605,000

販売設備

及び管理

業務施設
土地

508.39

㎡

 (3)譲渡先

 　 株式会社　大京

 (4)日程

平成19年６月21日　取締役会決議

 平成19年６月21日　契約締結

 平成19年６月21日　物権譲渡日

 平成19年８月31日　物件引渡(予定)

 (5)損益に与える影響

平成20年3月期において特別利益として固

定資産売却益1,119百万円を計上する予定で

あります。

 　  

  ④堀田産業の新株予約権に関する取扱い

 本合併効力発生日前日において、堀田産業株

式会社が発行した新株予約権は無償消却の扱い

となります。

  ⑤会計処理の概要

 　企業結合に係る会計基準上、共通支配下の

取引に該当するもので、「企業結合会計基準及

び事業分離等会計基準に関する適用指針」247

項に基づき処理いたします。

なお、のれん代は発生しない見込みです。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ２．当社子会社の株式会社ヤマノリテーリン

グス(以下、「YRC」という。）とブラザー販

売株式会社(以下、「ブラザー販売」とい

う。）は、YRCが全額出資し設立した株式会社

ヤマノ1909プラザ(以下、「ヤマノ1909」とい

う。）に、ブラザー販売の訪問販売事業を譲

渡する事業譲渡契約書を締結すると共に、当

社とブラザー販売株式会社（以下、「ブラザー

販売」という。）は、ブラザー販売が保有す

る株式会社ブラザーセイビング(以下、「ブラ

ザーセイビング」という。）の株式を、当社

が全株式を取得する株式譲渡契約書を締結い

たしました。

(1)子会社取得の理由及び事業の譲受け理由

　ブラザー販売は、情報機器、産業機器、家

庭用ミシン等の販売を手がけるほか訪問販売

事業で家庭用ミシン、貴金属・寝装具・衣料

品等の販売を行っております。また、ブラザー

セイビングは、ブラザー販売の将来売上に結

びつく顧客確保の為に割賦販売法に基づく前

払式特定取引を行っております。

 ─────  ─────

　今般のブラザー販売の訪問販売部門の事業

譲受けは、販売拠点拡大やシナジー効果を創

出し当社のオリジナル商品開発など、業績拡

大に直結するものと考えております。

　また、ブラザーセイビングの株式を取得す

ることにより当社グループのサービスの拡大

等、幅広い可能性を期待でき、今後グループ

全体の業容拡大に繋がるものと考えておりま

す。

(2)事業譲受の日程

 平成 18年10月27日 取締役会決議

 平成 18年10月27日 事業譲渡契約書締結

 平成 19年１月１日   事業譲受日（予定）

(3)事業の譲受の内容

  ①譲受部門の内容

    訪問販売事業

　②譲受資産、負債の項目および金額

　（平成18年６月末日現在）

資　産

項　目  帳簿価格

棚卸資産及び固定資産 161百万円

合　計 161百万円

　　その他、リース契約を承継する。

　　負債については譲り受けません。

　③譲受価額および決済方法

　譲受価額については、当事者間で協議の上

非公表とさせていただきます。

  譲受価額及び決済方法は、別途当事者間で

協議の上、決定いたします。

 (4)会計処理の概要

　譲受資産と譲受価額の差額がのれん代とし

て発生する見込みであります。なお、のれ

ん代につきましては、5年の均等償却とし当

社の業績に与える影響は軽微であります。
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前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ３．当社及び当社子会社株式会社ヤマノリ

テーリングス(以下、「YRC」という。）と丸

善株式会社(以下、「丸善」という。）は、

YRC子会社の丸善ヤマノ株式会社(以下、「丸

善ヤマノ」という。）に、丸善が行っている

アパレル小売事業「丸善服飾舘　日本橋」を

譲渡する事業譲渡契約書を締結いたしました。

(1)アパレル小売事業「丸善服飾舘　日本橋」

の譲受の趣旨

　丸善ヤマノ(旧四君子株式会社・平成18年７

月31日付で商号変更)は、丸善が行っていた店

外洋品催事事業(紳士・婦人衣料、服飾雑貨及

び食品等の特価セール)を、平成18年７月31日

付譲り受けました。

 ─────  ─────

　当社グループといたしましては、「丸善服

飾舘　日本橋」のアパレル小売事業を譲り受

けることにより、「丸善」、「ヤマノ」の知

名度により顧客の集客に繋がりアパレル事業

等の拡大ができるものと考えております。ま

た、日本橋の一等地の店舗「丸善服飾舘　日

本橋」での事業を譲受けることで当社グルー

プのイメージアップや「ヤマノ」知名度の向

上にも繋がると考えこの事業譲受を決定いた

しました。

(2)事業の譲受の内容

 ①譲受部門の内容

  アパレル小売事業(「丸善服飾舘　日本橋」)

 

 ②事業譲受の内容

資　産

項　目  帳簿価格

流動資産 149,028千円

固定資産 9,284千円

合　計 158,312千円

　　　 その他、リース契約を承継する。

　　  負債については、譲り受けません。

 ③譲受価額および決済方法

　　現金　158,312千円

 ④発生したのれん又は負ののれんの金額

 　のれん及び負ののれんは発生しておりませ

ん。

(3)日程

平成18年10月31日 取締役会

平成18年10月31日 事業譲渡契約書締結

平成18年11月30日 事業譲受期日

㈱ヤマノホールディングス　(7571)　平成２０年３月期中間決算短信

－ 69 －



前中間連結会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前連結会計年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

４．当社連結子会社の株式会社ヤマノ1909プ

ラザ（以下、「ヤマノ1909」という。）とブ

ラザー販売株式会社（以下、「ブラザー販売」

という。）は、ブラザー販売のカード事業を

譲渡する事業譲渡契約書を締結いたしました。

 ─────  ─────

 (1)事業譲受の趣旨

 当社グループは、グループシナジーを最大限

に発揮させるために、大手信販会社と連携の

上、グループ小売各社顧客を対象にしたクレ

ジットカードビジネスを行っており、今般、

カード事業を譲り受けることにより当社の金

融サービス事業拡大や当社グループのカード

事業にも新たなシナジー効果を創出し業績拡

大に直結するものと考えております

 (2)事業の譲受の内容

 　①譲受部門の内容

 　　カード事業

   ②事業譲受の内容

  カード事業における契約等を承継する。

　資産、負債については、譲り受けません。

 　③譲受価額および決済方法

  譲受価額については、当社がＭ＆Ａを推進

するに当たり、今後のＭ＆Ａに対し支障をき

たす可能性があり、当事者間で協議した結果、

非公表とさせていただきます。

 決済方法は、別途当事者間で協議の上、決定

いたします。

   ④会計処理の概要

 企業結合に係る会計基準上、取得に該当する

もので、「企業結合会計基準及び事業分離等

会計基準に関する適用指針」に基づき処理い

たします。　　　

　なお、のれんにつきましては、5年で均等償

却いたします。

 (3)日程

平成18年12月22日 取締役会

平成18年12月22日 事業譲渡契約書締結

平成19年１月１日 事業譲受期日
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５．中間個別財務諸表
(1) 中間貸借対照表

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（資産の部）

Ⅰ　流動資産  

１．現金及び預金  986,611 752,050 943,254

２．短期貸付金 894,023 1,522,631 915,902

３．繰延税金資産 44,538 3,070 41,339

４．その他 229,943 176,454 88,599

　　貸倒引当金 △180,385 △863,497 －

流動資産合計 1,974,732 15.0 1,590,709 13.5 1,989,096 16.1

Ⅱ　固定資産

１．有形固定資産  

(1）土地 ※2 845,043 406,240 406,240

(2）その他 ※1.2 224,859 1,069,902 8.1 197,275 603,515 5.1 199,730 605,970 4.9

２．無形固定資産  29,235 0.2 26,221 0.2 31,765 0.3

３．投資その他の資産

(1）投資有価証券 ※2 295,847 230,673 290,091

(2）関係会社株式 ※2 6,244,221 5,705,923 6,278,850

(3）関係会社長期貸付
金

3,456,622 4,023,280 3,625,108

(4）繰延税金資産 5,698 － －

(5）その他 117,907 234,858 236,843

　　貸倒引当金 △14,000 △137,995 △456,277

　　投資評価引当金 － △449,709 △274,479

投資その他の資産計 10,106,296 76.7 9,607,031 81.2 9,700,137 78.7

固定資産合計 11,205,434 85.0 10,236,769 86.6 10,337,873 83.9

資産合計 13,180,167 100.0 11,827,478 100.0 12,326,969 100.0

 

㈱ヤマノホールディングス　(7571)　平成２０年３月期中間決算短信

－ 71 －



前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度の要約貸借対照表
（平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

金額（千円）
構成比
（％）

（負債の部）

Ⅰ　流動負債

１．短期借入金 1,650,000 2,650,000 1,000,000

２．一年以内返済予定の
長期借入金

※2 767,810 503,010 763,010

３．一年以内償還予定の
社債

※2 108,000 1,358,500 60,000

４．未払法人税等 3,281 1,808 261,254

５．前受金 95,895 65,568 79,599

６．グループ預り金 3,199,067 3,993,242 3,622,329

７．株主優待引当金 － 4,500 4,500

８．その他 ※4 119,191 98,678 129,435

流動負債合計 5,943,246 45.1 8,675,308 73.4 5,920,129 48.0

Ⅱ　固定負債

１．社債 ※2 1,760,500 30,000 1,358,500

２．長期借入金 ※2 2,310,141 1,428,531 1,895,036

３．役員退職慰労引当金 58,010 58,010 58,010

４．長期未払金 64,609 45,164 64,027

５．繰延税金負債 － － 8,133

６．債務保証損失引当金 － 23,693 29,523

７．預り保証金 2,260 2,260 2,260

固定負債合計 4,195,521 31.8 1,587,658 13.4 3,415,490 27.7

負債合計 10,138,767 76.9 10,262,967 86.8 9,335,620 75.7

（純資産の部）  

Ⅰ　株主資本        

１．資本金  1,222,399 9.3 1,225,855 10.4  1,222,399 9.9

２．資本剰余金   

(1）資本準備金  337,918 341,338 337,918  

(2）その他資本剰余金  1,421,212 1,309,527 1,421,212  

資本剰余金合計  1,759,130 13.3 1,650,865 14.0  1,759,130 14.3

３．利益剰余金   

(1）利益準備金  33,000 33,000 33,000

(2）その他利益剰余金     

　　繰越利益剰余金  31,222 △1,313,143 △32,021

利益剰余金合計  64,222 0.5 △1,280,143 △10.8 978 0.0

４．自己株式  △3,009 △0.0 △3,009 △0.0 △3,009 △0.0

株主資本合計  3,042,743 23.1 1,593,568 13.5 2,979,499 24.2

Ⅱ　評価・換算差額等        

１．その他有価証券評価
差額金

 △1,343 △0.0 △29,057 △0.3 11,850 0.1

評価・換算差額等合計  △1,343 △0.0 △29,057 △0.3 11,850 0.1

純資産合計  3,041,399 23.1 1,564,511 13.2 2,991,349 24.3

負債純資産合計  13,180,167 100.0 11,827,478 100.0 12,326,969 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度の要約損益計算書
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

区分
注記
番号

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 410,480 100.0 386,071 100.0 822,445 100.0

Ⅱ　売上原価 22,781 5.6 15,625 4.0 39,959 4.9

売上総利益 387,698 94.4 370,445 96.0 782,485 95.1

Ⅲ　販売費及び一般管理
費

303,834 74.0 280,632 72.7 627,141 76.2

営業利益 83,864 20.4 89,813 23.3 155,344 18.9

Ⅳ　営業外収益 ※1 62,738 15.3 70,979 18.4 129,133 15.7

Ⅴ　営業外費用 ※2 166,100 40.4 101,497 26.3 290,858 35.4

経常利益又は経常
損失(△)

△19,497 △4.7 59,295 15.4 △6,380 △0.8

Ⅵ　特別利益  － － － － 1,000,620 121.7

Ⅶ　特別損失 ※3.4 41,385 10.1 1,301,673 337.2 824,294 100.2

税引前中間(当期)
純利益又は純損失
(△)

△60,882 △14.8 △1,242,377 △321.8 169,946 20.7

法人税、住民税及
び事業税

475 475 285,650

還付法人税等 △18,007 － △18,007

法人税等調整額 46,229 28,697 7.0 38,268 38,743 10.0 55,127 322,769 39.1

中間(当期)純損失 89,579 △21.8 1,281,121 △331.8 152,823 △18.6
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(3）中間株主資本等変動計算書

前中間会計期間（自平成18年４月１日　至平成18年９月30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

利益
準備金

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３月31日　残高

（千円）
1,198,219 313,770 1,421,212 1,734,982 33,000 231,137 264,137 △3,009 3,194,329

中間会計期間中の変動額

新株の発行 24,180 24,148  24,148     48,328

剰余金の配当　(注) － － － － － △110,335 △110,335 － △110,335

中間純損失(△) － － － － － △89,579 △89,579 － △89,579

自己株式の処分 － － － － － － － － －

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
－ － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
24,180 24,148 － 24,148 － △199,914 △199,914 － △151,586

平成18年９月30日　残高

（千円）
1,222,399 337,918 1,421,212 1,759,130 33,000 31,222 64,222 △3,009 3,042,743

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３月31日　残高

（千円）
40,571 40,571 3,234,901

中間会計期間中の変動額

新株の発行 － － 48,328

剰余金の配当　（注） － － △110,335

中間純損失(△) － － △89,579

自己株式の処分 － － －

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△41,915 △41,915 △41,915

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△41,915 △41,915 △193,501

平成18年９月30日　残高

（千円）
△1,343 △1,343 3,041,399

 (注)　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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当中間会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30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

利益
準備金

その他利益

剰余金 利益
剰余金
合計繰越利益

剰余金

平成19年３月31日　残高

（千円）
1,222,399 337,918 1,421,212 1,759,130 33,000 △32,021 978 △3,009 2,979,499

中間会計期間中の変動額

新株の発行 3,456 3,420 － 3,420 － － － － 6,876

剰余金の配当 － － △111,685 △111,685 － － － － △111,685

中間純損失(△) － － － － － △1,281,121 △1,281,121 － △1,281,121

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
－ － － － － － － － －

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
3,456 3,420 △111,685 △108,265 － △1,281,121 △1,281,121 － △1,385,930

平成19年９月30日　残高

（千円）
1,225,855 341,338 1,309,527 1,650,865 33,000 △1,313,143 △1,280,143 △3,009 1,593,568

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19年３月31日　残高

（千円）
11,850 11,850 2,991,349

中間会計期間中の変動額

新株の発行 － － 6,876

剰余金の配当 － － △111,685

中間純損失(△) － － △1,281,121

株主資本以外の項目の中間会

計期間中の変動額（純額）
△40,907 △40,907 △40,907

中間会計期間中の変動額合計

（千円）
△40,907 △40,907 △1,426,838

平成19年９月30日　残高

（千円）
△29,057 △29,057 1,564,511
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前事業年度の株主資本等変動計算書（自平成18年４月１日　至平成19年３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

利益
準備金

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３月31日　残高

（千円）
1,198,219 313,770 1,421,212 1,734,982 33,000 231,137 264,137 △3,009 3,194,329

事業年度中の変動額

新株の発行 24,180 24,148 － 24,148 － － － － 48,328

剰余金の配当　(注) － － － － － △110,335 △110,335 － △110,335

当期純損失(△) － － － － － △152,823 △152,823 － △152,823

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）
24,180 24,148 － 24,148 － △263,158 △263,158 － △214,830

平成19年３月31日　残高

（千円）
1,222,399 337,918 1,421,212 1,759,130 33,000 △32,021 978 △3,009 2,979,499

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３月31日　残高

（千円）
40,571 40,571 3,234,901

事業年度中の変動額

新株の発行 － － 48,328

剰余金の配当　（注） － － △110,335

当期純損失(△) － － △152,823

株主資本以外の項目の事業年

度中の変動額（純額）
△28,721 △28,721 △28,721

事業年度中の変動額合計

（千円）
△28,721 △28,721 △243,551

平成19年３月31日　残高

（千円）
11,850 11,850 2,991,349

 (注)　平成18年６月の定時株主総会における利益処分項目であります。
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中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．資産の評価基準及び評価方

法

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

移動平均法による原価法

その他有価証券

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

(1）有価証券

子会社株式及び関連会社株式

同左

その他有価証券

時価のあるもの

中間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)を採用して

おります。

時価のあるもの

同左

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、

売却原価は主として移動平

均法により算定）を採用し

ております。

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

時価のないもの

  移動平均法による原価法

  なお、投資事業有限責任組合及び

これに類する組合への出資(証券取

引法第２条第２項により有価証券と

みなされるもの)については、組合

契約に規定される決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決算書を基礎と

し、持分相当額を純額で取り込む方

法によっております。

(2）デリバティブ

時価法

(2）デリバティブ

同左

(2）デリバティブ

同左

２．固定資産の減価償却の方法 (1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（付属設

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通

りであります。

　建物　　　　14年～47年

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（付属設

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通

りであります。

　建物　　　　14年～47年

 (会計方針の変更)

　法人税法の改正に伴い、当中間会

計期間より、平成19年４月１日以降

に取得した有形固定資産について、

改正後の法人税法に基づく減価償却

の方法に変更しております。

　この変更による損益に与える影響

は、軽微であります。

(1）有形固定資産

　定率法（ただし、平成10年４月

１日以降に取得した建物（付属設

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通

りであります。

　建物　　　　14年～47年

(2）無形固定資産

　定額法を採用しております。

　ただし、ソフトウェア(自社利

用分)については、社内における

利用可能期間(５年)に基づく定額

法を採用しております。

(2）無形固定資産

同左

(2）無形固定資産

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

 ３．引当金の計上基準 (1）貸倒引当金

 売上債権等の貸倒損失に備えるた

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  

(1）貸倒引当金

同左  

(2）　　　─────

 

(2）投資評価引当金

  関係会社等に対する投資損失に備

えるため、投資先の資産内容及び将

来の回復可能性等を考慮し計上して

おります。

(2）投資評価引当金

同左  

(3）　　　─────

 

(3）株主優待引当金

  将来の株主優待券の利用による費

用の発生に備えるため、株主優待券

の利用実績に基づいて、当中間会計

期間末以降に発生すると見込まれる

額を計上しております。

(3）株主優待引当金

  将来の株主優待券の利用による費

用の発生に備えるため、株主優待券

の利用実績に基づいて、翌期以降に

発生すると見込まれる額を計上して

おります。

(4）役員退職慰労引当金

　平成13年9月30日をもって、役

員の退職慰労金支給の内規を凍結

したため、役員退職慰労金支給の

内規に基づく平成13年9月30日ま

での退職金要支給額を計上してお

ります。

(4）役員退職慰労引当金

同左

(4）役員退職慰労引当金

同左

(5）　　　─────

　

(5）債務保証損失引当金

 債務保証の履行による損失に備え

るため、被債務保証会社の財政状態

等を勘案し、損失見込額を計上して

おります。

(5）債務保証損失引当金

同左

４．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 同左

５．ヘッジ会計の方法 (1）ヘッジ会計の処理

　特例処理の条件を満たしている金

利スワップ取引については、特例処

理によっております。

(1）ヘッジ会計の処理

同左

(1）ヘッジ会計の処理

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

ヘッジ対象……借入金利息

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(2）ヘッジ手段とヘッジ対象

同左

(3）ヘッジ方針

　当社所定の社内承認手続きを行っ

た上で借入金利息の金利変動リスク

を回避する目的により金利スワップ

を利用しております。

(3）ヘッジ方針

同左

(3）ヘッジ方針

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

　金利スワップについては、特例処

理によっているため、ヘッジの有効

性の判定は省略しております。

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左

(4）ヘッジ有効性評価の方法

同左
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項目
前中間会計期間

（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

６．その他中間財務諸表(財務

諸表)作成のための基本とな

る重要な事項

(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。

(1）消費税等の会計処理

同左

(1）消費税等の会計処理

同左

中間財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１．（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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

3,041,399千円であります。

　なお、当中間会計期間における中間貸借対照

表の純資産の部については、中間財務諸表等規

則の改正に伴い、改正後の中間財務諸表等規則

により作成しております。

１．　　　　　　─────

 

１．（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。

　これまでの資本の部の合計に相当する金額は

2,991,349千円であります。

　なお、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、財務諸表等規則の改正に伴

い、改正後の財務諸表等規則により作成してお

ります。

表示方法の変更

前中間会計期間
（自　平成18年4月１日
至　平成18年9月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年4月１日
至　平成19年9月30日）

 (貸借対照表）

　前中間会計期間において、旧有限会社法の規定による有限会社の持

分は投資その他の資産の「関係会社出資金」に含めて表示しておりま

したが、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」（平

成17年法律第87号）が公布され、会社法（平成17年法律86号）の規定

による株式会社へ商号を変更したことにより、当中間会計期間末より

投資その他の資産の「関係会社株式」に含めて表示しております。な

お、当中間会計期間末の「関係会社株式」に含まれている金額は、

153,284千円であります。

 ─────
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追加情報

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

　平成16年3月30日、当社連結子会社の堀田産

業株式会社は、丸福商事株式会社の全株式を

取得して同社を子会社といたしました。これ

に関し、東京証券取引所は当該子会社取得後

の堀田産業株式会社が実質的な存続会社では

ないと認定し、これにより堀田産業株式会社

は、新規上場審査に準じた審査を受けるため

の猶予期間に入りました。

　同社が新規上場審査に準じた審査に適合し

ないまま、猶予期間が終了（平成19年3月末）

した場合、監理ポストに割り当てられること

となります。

　その後の状況によっては、堀田産業株式会

社の株式評価等に影響する可能性がありま

す。

　なお、当社は、平成18年10月16日開催の取

締役会において、当社連結子会社の株式会社

丸正を存続会社とし堀田産業株式会社を平成

19年4月1日付合併することを決議いたしまし

た。

　───── 　─────

 ───── 　───── (株主優待引当金)

株主優待費は、従来、優待券利用時に販売費

及び一般管理費として処理をしておりました

が、利用実績率の把握が可能となったことか

ら、当事業年度末より、翌事業年度以降に発

生すると見込まれる株主優待費の額を株主優

待引当金として計上することといたしまし

た。

　この結果、従来の方法によった場合と比較

して、営業利益が4,500千円減少し、経常損失

が4,500千円増加し、税引前当期純利益が4,500

千円減少しております。

 ───── 　───── (債務保証損失引当金)

　当事業年度から、子会社等への債務保証に

係る損失に備えるため、当該会社の財政状態

及び回収可能性等を勘案して債務保証損失引

当金を計上することといたしました。

　この結果、従来の方法と比較して、税引前

当期純利益が29,523千円減少しております。
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注記事項

（中間貸借対照表関係）

前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額 ※１．有形固定資産の減価償却累計額

97,376千円 103,353千円 95,469千円

※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務 ※２．担保資産及び担保付債務

 　 担保に供している資産は、次の通り

であります。

建物 52,504千円

土地 527,890千円

関係会社株式 2,077,653千円

計 2,658,048千円

 　 担保に供している資産は、次の通り

であります。

建物 132,045千円

土地 363,131千円

関係会社株式 1,244,600千円

計 1,739,778千円

 　なお、当社の借入に対し子会社株式会

社ヤマノスポーツシステムズが下記の

担保を供しております。

建物 158,348千円

土地 276,243千円

計 434,592千円

 　 担保に供している資産は、次の通り

であります。

関係会社株式 2,077,653千円

計 2,077,653千円

担保付債務は、次の通りであります。 担保付債務は、次の通りであります。 担保付債務は、次の通りであります。

1年以内返済予定長

期借入金
535,810千円

長期借入金 1,632,141千円

１年以内償還予定

社債(銀行保証付

無担保社債)

48,000千円

社債(銀行保証付

無担保社債)

372,000千円

計 2,587,952千円

短期借入金

1,950,000千円

1年以内返済予定長

期借入金

271,010千円

長期借入金 982,531千円

計 3,203,541千円

1年以内返済予定長

期借入金
531,010千円

長期借入金 1,333,036千円

計 1,864,046千円

関係会社の借入に対する担保 関係会社の借入に対する担保 関係会社の借入に対する担保

建物 39,251千円

土地 155,138千円

関係会社株式 884,840千円

計 1,079,229千円

関係会社計上債務

額

1,437,053千円

関係会社株式 417,830千円

計 417,830千円

関係会社計上債務

額

100,000千円

建物 38,732千円

土地 155,138千円

関係会社株式 799,768千円

計 993,639千円

関係会社計上債務

額

1,225,185千円

　前払式証票の規制等に関する法律に

基づく供託として差し入れている資産

　前払式証票の規制等に関する法律に

基づく供託として差し入れている資産

　前払式証票の規制等に関する法律に

基づく供託として差し入れている資産

投資有価証券 83,532千円 投資有価証券 83,991千円 投資有価証券 83,685千円
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

３．偶発債務 ３．偶発債務 ３．偶発債務

（1）次の関係会社について、次のような債務

保証を行っております。

（1）次の関係会社について、次のような債務

保証を行っております。

　次の関係会社について、次のような債務保

証を行っております。

保証先 金額(千円) 内容

㈱錦 820,000
銀行借入金、社
債発行に対する
保証

㈱ヤマノ
ジュエリー
システムズ

15,946
買掛金に対する
根保証

766,819
銀行借入金、社
債発行に対する
保証

㈱寛斎スー
パースタジ
オ

9,183
銀行借入金に対
する保証

㈱寛斎デザ
イン研究所

259,000
銀行借入金に対
する保証

㈱トリニ
ティ

114,272
銀行借入金、割
引手形に対する
保証

丸福商事㈱

477,959

銀行借入金、輸
入取引、割引手
形に対する保証
及び根保証

70,000
輸入代行に対す
る保証

四菱㈱ 452,240
銀行借入金、割
引手形に対する
保証

㈱ヤマノス
ポーツシス
テムズ

1,494,000
銀行借入金・
リース債務に対
する保証

㈱アールエ
フシー

545,000
供託委託契約の
連帯保証

東京ブラウ
ス㈱

83,800
銀行借入金に対
する保証

㈱ビュー
ティ多賀志

89,573
リース契約に対
する保証 

ビッグバン
スポーツ㈱

17,039
割賦販売・リー
ス契約に対する
保証 

合計 5,214,833

（2）関係会社数社の事業所等賃借契約につい

て保証を行っております。

保証先 金額(千円) 内容

㈱錦 1,120,000
銀行借入金、社
債発行に対する
保証

㈱ヤマノ
ジュエリー
システムズ

10,930
買掛金に対する
根保証

581,680
銀行借入金、社
債発行に対する
保証

㈱寛斎デザ
イン研究所

202,600
銀行借入金に対
する保証

丸福商事㈱

293,283

銀行借入金、輸
入取引、割引手
形に対する保証
及び根保証

75,000
輸入代行に対す
る保証

四菱㈱ 313,362
銀行借入金、手
形割引に対する
保証及び根保証

㈱ヤマノス
ポーツシス
テムズ

344,000
銀行借入金に対
する保証

㈱アールエ
フシー

532,000
供託委託契約に
対する連帯保証

東京ブラウ
ス㈱

100,000
銀行借入金に対
する保証

12,664
リース契約に対
する保証 

㈱ビュー
ティ多賀志

69,861
リース契約に対
する保証 

㈱ヤマノリ
テーリング
ス

201,000
銀行借入金に対
する保証

㈱ヤマノ
1909プラザ

8,902
 買掛金に対する
根保証

㈱デイ・
マックス

327,047
銀行借入金に対
する保証

680
リース契約に対
する保証 

㈱ヤマノ
1909セイビ
ング

1,254,000
供託委託契約に
対する連帯保証

合計 5,447,012

（2）関係会社数社の事業所等賃借契約につい

て保証を行っております。

保証先 金額(千円) 内容

㈱錦 540,000
銀行借入金、社債
発行に対する保証

㈱ヤマノ
ジュエリー
システムズ

12,641
買掛金に対する根
保証

325,516
銀行借入金に対す
る保証

348,750 社債に対する保証

四菱㈱ 371,528
銀行借入金、手形
割引に対する保証
及び根保証

㈱寛斎スー
パースタジ
オ

4,185
銀行借入金に対す
る保証

㈱寛斎デザ
イン研究所

230,800
銀行借入金に対す
る保証

丸福商事㈱

347,599

銀行借入金、輸入
取引、手形割引に
対する保証及び根
保証

70,000
輸入代行に対する
保証 

㈱ヤマノリ
テーリング
ス

243,000
銀行借入金に対す
る保証

東京ブラウ
ス㈱

100,000
銀行借入金に対す
る保証

㈱ヤマノス
ポーツシス
テムズ

1,521,000
銀行借入金に対す
る保証

㈱アールエ
フシー

544,000
供託委託契約に対
する連帯保証 

㈱ビュー
ティ多賀志

79,783
リース契約に対す
る保証 

㈱ヤマノ
1909プラ
ザ

8,902
買掛金に対する根
保証

㈱ヤマノ
1909セイ
ビング

1,285,000
供託委託契約に対
する連帯保証 

㈱デイ・
マックス

50,000
銀行借入金に対す
る保証

合　計 6,082,706 ―

 （2）関係会社数社の事業所等賃借契約につ

いて保証を行っております。

※４．消費税等の取り扱い ※４．消費税等の取り扱い ※４．　　　　　─────

　仮払消費税等及び仮受消費税等は、相殺の

うえ、金額的重要性が乏しいため、流動負債

の「その他」に含めて表示しております。

同左  
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行３行と当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結しております。

これらに基づく当中間会計期間末の借入未

実行残高は次の通りです。 

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と当座貸越契約を締結し

ております。これらに基づく当中間会計期

間末の借入未実行残高は次の通りです。 

５．当社は、運転資金の効率的な調達を行う

ため取引銀行２行と当座貸越契約及び貸出

コミットメント契約を締結しております。

これらに基づく当事業年度末の借入未実行

残高は次の通りです。

当座貸越極度額 1,400,000千円

借入実行残高 1,400,000千円

差引額 ― 千円

当座貸越極度額 400,000千円

借入実行残高 400,000千円

差引額 ― 千円

当座貸越極度額 1,400,000千円

借入実行残高 900,000千円

差引額 500,000千円

 ６．財務制限条項等

 下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務

について、金利引上げ、期限の利益の喪失

等の可能性があります。

 (1)平成16年２月19日締結の長期借入金

575,000千円（うち、１年内返済予定額

230,000千円）について下記の条項が付され

ております。

 ①連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、損益計算書の営業利益及び経

常利益で黒字を確保する。

 ②連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、平成15年３月時点の貸借対照

表の資本の部の合計額の75％を維持する。

 ③連結ベースでの監査済決算書において、毎

年3月末の有利子負債の残高が当該決算期の

売上高の30％を上回らない。

その他、担保条項、債権譲渡予約等の条項

が設けられております。

 ６．財務制限条項等

 下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務

について、金利引上げ、期限の利益の喪失

等の可能性があります。

  (1)平成17年６月28日締結の長期借入金

473,000千円（うち、１年内返済予定額

172,000千円）について下記の条項が付され

ております。

基本契約締結日以降に到来する当社の毎会

計年度末において、決算報告書等に記載す

る連結での貸借対照表、損益計算書につき、

以下に定める事由のいずれかが生じた場合

には、基本契約の見直しを目的とした協議

をする。

  ①営業利益並びに経常利益が赤字になった

とき。

 ②自己資本比率が0％未満（債務超過状態）

となったとき。 

 その他、出資維持等に一定の制限が設けら

れております。

 ６．財務制限条項等

 下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務

について、金利引上げ、期限の利益の喪失

等の可能性があります。

 (1)平成16年２月19日締結の長期借入金

460,000千円（うち、１年内返済予定額

230,000千円）について下記の条項が付され

ております。

 ①連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、損益計算書の営業利益及び経

常利益で黒字を確保する。

 ②連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、平成15年３月時点の貸借対照

表の資本の部の合計額の75％を維持する。

 ③連結ベースでの監査済決算書において、毎

年3月末の有利子負債の残高が当該決算期の

売上高の30％を上回らない。

その他、担保条項、債権譲渡予約等の条項

が設けられております。

 (2)平成17年６月28日締結の長期借入金

645,000千円（うち、１年内返済予定額

172,000千円）について下記の条項が付され

ております。

基本契約締結日以降に到来する当社の毎会

計年度末において、決算報告書等に記載す

る連結での貸借対照表、損益計算書につき、

以下に定める事由のいずれかが生じた場合

には、基本契約の見直しを目的とした協議

をする。

 ①営業利益並びに経常利益が赤字になったと

き。

 ②自己資本比率が0％未満（債務超過状態）

となったとき。 

 その他、出資維持等に一定の制限が設けら

れております。

 (2)平成17年９月22日締結の長期借入金

919,500千円（うち、１年内返済予定額

165,000千円)について下記の条項が付され

ております。

 ①連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、損益計算書の営業利益及び経

常利益で黒字を確保する。

  ②連結ベースでの監査済決算書及び半期決

算書において、平成17年3月末時点あるいは

直近期の貸借対照表の資本の部の合計額の

いずれか大きい方の75％以上を維持する。

 その他、出資維持、担保提供等に一定の制

限が設けられております。

 (2)平成17年６月28日締結の長期借入金

559,000千円（うち、１年内返済予定額

172,000千円）について下記の条項が付され

ております。

基本契約締結日以降に到来する当社の毎会

計年度末において、決算報告書等に記載す

る連結での貸借対照表、損益計算書につき、

以下に定める事由のいずれかが生じた場合

には、基本契約の見直しを目的とした協議

をする。

 ①営業利益並びに経常利益が赤字になったと

き。

 ②自己資本比率が0％未満（債務超過状態）

となったとき。 

 その他、出資維持等に一定の制限が設けら

れております。
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

 (3)平成17年９月22日締結の長期借入金

1,084,500千円（うち、１年内返済予定額

165,000千円)について下記の条項が付され

ております。

 ①連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、損益計算書の営業利益及び経

常利益で黒字を確保する。

 ②連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、平成17年３月末時点あるいは

直近期の貸借対照表の資本の部の合計額の

いずれか大きい方の75％以上を維持する。

 その他、出資維持、担保提供等に一定の制

限が設けられております。

 (3)平成18年９月29日締結の長期借入金

304,041千円（うち、１年内返済予定額

76,010千円)について下記の条項が付されて

おります。

 ①連結ベースでの監査済決算書において、損

益計算書の営業利益及び経常利益で黒字を

確保する。

  ②連結ベースでの監査済決算書において、

平成18年３月末時点あるいは直近期の貸借

対照表の資本の部の合計額のいずれか大き

い方の75％以上を維持する。

  ③連帯保証人の監査済決算書において、

平成21年2月期より営業権償却前の経常利益

で黒字を維持する。

　その他、出資維持、担保提供等に一定の

制限が設けられております。

 (3)平成17年９月22日締結の長期借入金 

1,002,000千円（うち、１年内返済予定額

165,000千円)について下記の条項が付され

ております。

 ①連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、損益計算書の営業利益及び経

常利益で黒字を確保する。

 ②連結ベースでの監査済決算書及び半期決算

書において、平成17年３月末時点あるいは

直近期の貸借対照表の資本の部の合計額の

いずれか大きい方の 75％以上を維持す

る。

 その他、出資維持、担保提供等に一定の制

限が設けられております。

 (4)当社は機動的なM＆Aを行うため取引銀行

１行とコミットメントライン契約を平成16

年12月24日に締結しております。この契約

に基づく当中間会計期間末の借入未実行残

高は次の通りであります。

借入極度額 1,000,000千円

借入実行残高 1,000,000千円

差引額 ―　　 千円

 本契約には下記条項が付されております。

 

 

 (4)当社は機動的なM＆Aを行うため取引銀行

１行とコミットメントライン契約を平成16

年12月24日に締結しております。この契約

に基づく当事業年度末の借入未実行残高は

次の通りであります。

借入極度額 1,000,000千円

借入実行残高 500,000千円

差引額 500,000千円

 本契約には下記条項が付されております。

 ①当社の決算期（中間期を含まない）におけ

る単体の損益計算書及び連結損益計算書に

示される経常損益が損失である状況が２期

連続しないこと。

 ②当社の決算期（中間期を含まない）におけ

る単体の貸借対照表及び連結貸借対照表に

示される資本の部の合計額を、それぞれ前

期末の資本の部の合計額の75％以上に維持

すること。

 

 

 ①当社の決算期（中間期を含まない）におけ

る単体の損益計算書及び連結損益計算書に

示される経常損益が損失である状況が２期

連続しないこと。

 ②当社の決算期（中間期を含まない）におけ

る単体の貸借対照表及び連結貸借対照表に

示される資本の部の合計額を、それぞれ前

期末の資本の部の合計額の75％以上に維持

すること。

 ③当社の決算期（中間期を含まない）におけ

る単体の貸借対照表及び連結貸借対照表上

の借入依存度を60％以下に維持すること。

但し「借入依存度」とは、①貸借対照表に

おける短期借入金（１年以内返済予定長期

借入金を含む）、長期借入金、普通社債、

新株予約権付社債（転換社債及び新株引受

権付社債を含む）及び受取手形割引高並び

に本契約に基づく未使用貸付極度額の合計

金額を②貸借対照表における総資本及び受

取手形割引高並びに本契約に基づく未使用

貸付極度額で除して得られる百分率で表せ

る数値をいう。

　その他、担保提供、資産譲渡等に一定の

制限が設けられております。

  ③当社の決算期（中間期を含まない）におけ

る単体の貸借対照表及び連結貸借対照表上

の借入依存度を60％以下に維持すること。

但し「借入依存度」とは、①貸借対照表に

おける短期借入金（１年以内返済予定長期

借入金を含む）、長期借入金、普通社債、

新株予約権付社債（転換社債及び新株引受

権付社債を含む）及び受取手形割引高並び

に本契約に基づく未使用貸付極度額の合計

金額を②貸借対照表における総資本及び受

取手形割引高並びに本契約に基づく未使用

貸付極度額で除して得られる百分率で表せ

る数値をいう。

　その他、担保提供、資産譲渡等に一定の

制限が設けられております。
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前中間会計期間末
（平成18年９月30日）

当中間会計期間末
（平成19年９月30日）

前事業年度末
（平成19年３月31日）

 (5)平成18年９月29日締結の長期借入金

380,052千円（うち、１年内返済予定額

76,010千円)について下記の条項が付されて

おります。

 ①連結ベースでの監査済決算書において、損

益計算書の営業利益及び経常利益で黒字を

確保する。

 ②連結ベースでの監査済決算書において、平

成18年３月末時点あるいは直近期の貸借対

照表の資本の部の合計額のいずれか大きい

方の75％以上を維持する。

  ③連帯保証人の監査済決算書において、平

成21年2月期より営業権償却前の経常利益で

黒字を維持する。

　その他、出資維持、担保提供等に一定の

制限が設けられております。

 (5)平成18年９月29日締結の長期借入金

342,046千円（うち、１年内返済予定額

76,010千円)について下記の条項が付されて

おります。

 ①連結ベースでの監査済決算書において、損

益計算書の営業利益及び経常利益で黒字を

確保する。

 ②連結ベースでの監査済決算書において、平

成18年３月末時点あるいは直近期の貸借対

照表の資本の部の合計額のいずれか大きい

方の75％以上を維持する。

  ③連帯保証人の監査済決算書において、平

成21年2月期より営業権償却前の経常利益で

黒字を維持する。

　その他、出資維持、担保提供等に一定の

制限が設けられております。
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（中間損益計算書関係）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目 ※１．営業外収益の主要項目

受取利息 57,431千円

有価証券利息 412千円

受取配当金 1,560千円

受取利息 66,982千円

有価証券利息 412千円

受取配当金 1,220千円

受取利息 120,343千円

有価証券利息 830千円

受取配当金 2,653千円

※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目 ※２．営業外費用の主要項目

支払利息 69,737千円

貸倒引当金繰入額 62,210千円

金融手数料 16,301千円

支払利息 78,551千円

社債利息 12,474千円

金融手数料 10,164千円

支払利息 148,494千円

貸倒引当金繰入額 81,998千円

金融手数料 31,529千円

※３．特別損失の主要項目 ※３．特別損失の主要項目 ※３．特別損失の主要項目

貸倒引当金繰入額 41,385千円 関係会社株式評価損 574,195千円

投資有価証券評価損 11,655千円

貸倒引当金繰入額 536,436千円

投資評価引当金繰入額 175,230千円 

関係会社株式評価損 179,418千円 

投資有価証券評価損 52,244千円 

貸倒引当金繰入額 283,488千円

投資評価引当金繰入額 274,479千円 

４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額 ４．減価償却実施額

有形固定資産 12,125千円

無形固定資産 4,111千円

有形固定資産 7,884千円

無形固定資産 4,498千円

有形固定資産 21,072千円

無形固定資産 8,400千円
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（中間株主資本等変動計算書関係）

前中間会計期間（自　平成18年４月１日　至　平成18年９月30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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式 15 － － 15

合計 15 － － 15

当中間会計期間（自　平成19年４月１日　至　平成19年９月30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
（千株）

当中間会計期間増加
株式数（千株）

当中間会計期間減少
株式数（千株）

当中間会計期間末株
式数（千株）

普通株式 15 － － 15

合計 15 － － 15

前事業年度（自　平成18年４月１日　至　平成19年３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
（千株）

当事業年度増加株式
数（千株）

当事業年度減少株式
数（千株）

当事業年度末株式数
（千株）

普通株式 15 － － 15

合計 15 － － 15
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（リース取引関係）

 　中間決算短信における開示の必要性が大きくないと考えられるため開示を省略しております。

（有価証券関係）

前中間会計期間末（平成18年９月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 2,277,515 3,198,701 921,185

関連会社株式 － － －

合計 2,277,515 3,198,701 921,185

当中間会計期間末（平成19年９月30日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

中間貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 2,277,515 1,972,663 △304,852

関連会社株式 － － －

合計 2,277,515 1,972,663 △304,852

前事業年度末（平成19年３月31日現在）

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるもの

貸借対照表計上額
（千円）

時価（千円） 差額（千円）

子会社株式 2,277,515 2,273,546 △3,969

関連会社株式 － － －

合計 2,277,515 2,273,546 △3,969
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（１株当たり情報）

前中間会計期間
（自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日）

当中間会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

前事業年度
（自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日）

１株当たり純資産額   136円16銭

１株当たり中間純損失金

額
    4円04銭

　なお、潜在株式調整後1株当たり中

間純利益金額については、潜在株式は

存在するものの1株当たり中間純損失

であるため記載しておりません。

１株当たり純資産額 69円93銭

１株当たり中間純損失金

額
  57円31銭

　　　　　　　同左

１株当たり純資産額 133円92銭

１株当たり当期純損失金

額
    6円86銭

　なお、潜在株式調整後1株当たり純

利益金額については、潜在株式は存在

するものの1株当たり純損失であるた

め記載しておりません。

　（注）１．１株当たり中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下の通りであります。

前中間会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前事業年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

１株当たり中間（当期）純損失金額

中間（当期）純損失（千円） 89,579 1,281,121 152,823

普通株主に帰属しない金額（千円） － － －

普通株式に係る中間（当期）純損失（千

円）
89,579 1,281,121 152,823

期中平均株式数（千株） 22,192 22,355 22,264

希薄化効果を有しないため、潜在株式調

整後１株当たり中間（当期）純利益の算

定に含めなかった潜在株式の概要

旧商法第280条ノ19の規

定に基づく新株引受権 

平成13年６月28日の定

時株主総会決議 

　       674,000株

旧商法第280条ノ19の規

定に基づく新株引受権 

平成13年６月28日の定

時株主総会決議 

　   612,000株

旧商法第280条ノ20及び

第280条ノ21の規定に基

づく新株予約権

平成16年６月29日の定

時株主総会決議

　       331個 

商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づ

く新株予約権

平成14年６月27日の定

時株主総会決議

　      581個 

商法第280条ノ20及び第

280条ノ21の規定に基づ

く新株予約権

平成16年６月29日の定

時株主総会決議 

328個 

平成17年６月29日の定

時株主総会決議 

    526個

平成15年６月27日の定

時株主総会決議 

　    287個

平成17年６月29日の定

時株主総会決議 

380個

平成16年６月29日の定

時株主総会決議 

　       331個

 

 

平成17年６月29日の定

時株主総会決議 

　     526個
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 （注）２．１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。

前中間連結会計期間
(自　平成18年４月１日
至　平成18年９月30日)

当中間連結会計期間
(自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日)

前連結会計年度
(自　平成18年４月１日
至　平成19年３月31日)

純資産の部の合計額（千円） 3,041,399 1,564,511 2,991,349

純資産の部の合計額から控除する金額（千

円）
－ － －

普通株式に係る中間期末（期末）の純資

産額（千円）
3,041,399 1,564,511 2,991,349

１株当たり純資産額の算定に用いられた

中間期末（期末）の普通株式の数（千株）
22,337 22,373 22,337
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（重要な後発事象）

前中間会計期間

（自　平成18年４月１日

至　平成18年９月30日）

当中間会計期間

（自　平成19年４月１日

至　平成19年９月30日）

前事業年度

（自　平成18年４月１日

至　平成19年３月31日）

１．平成18年10月16日開催の取締役会

において、当社連結子会社の株式会

社丸正を存続会社とし当社連結子会

社の堀田産業株式会社を平成19年4月

1日付合併することを決議いたしまし

た。

「１．中間連結財務諸表等（１）中

間連結財務諸表（重要な後発事

象）」の欄をご参照ください。

 １．連結子会社の担保提供

  当社の連結子会社である堀田丸正

㈱は、平成19年９月28日開催の臨時

取締役会において、資産の担保提供

を行うことを決議し、平成19年10月

１日に当社及び堀田丸正㈱と㈱三井

住友銀行の間で担保設定契約の締結

を行いました。

　これらは、平成19年９月28日付で

当社と㈱三井住友銀行の間で交わさ

れた1,000,000千円を極度額とする金

銭消費貸借契約に対応するもので

す。

「１．中間連結財務諸表等（１）中

間連結財務諸表（重要な後発事

象）」の欄をご参照ください。

１．子会社の合併

　当社の連結子会社である株式会社

丸正は、平成18年10月16日開催の取

締役会の決議に基づき平成19年４月

１日を合併期日として、当社連結子

会社の堀田産業株式会社を吸収合併

いたしました。

「１．中間連結財務諸表等（１）中

間連結財務諸表（重要な後発事

象）」の欄をご参照ください。

２．平成18年10月27日付け当社子会社

の株式会社ヤマノリテーリングスと

ブラザー販売株式会社は、株式会社

ヤマノリテーリングスが全額出資し

設立した株式会社ヤマノ1909プラザ

に、ブラザー販売株式会社の訪問販

売事業を譲渡する事業譲渡契約書を

締結すると共に、当社とブラザー販

売株式会社は、ブラザー販売株式会

社が保有する株式会社ブラザーセイ

ビングの株式を、当社が全株式を取

得する株式譲渡契約書を締結いたし

ました。

「１．中間連結財務諸表等（１）中

間連結財務諸表（重要な後発事

象）」の欄をご参照ください。

───── 　─────

 ３．平成18年10月31日付け当社及び当

社子会社株式会社ヤマノリテーリン

グスと丸善株式会社は、株式会社ヤ

マノリテーリングス子会社の丸善ヤ

マノ株式会社に、丸善株式会社が

行っているアパレル小売事業「丸善

服飾舘　日本橋」を譲渡する事業譲

渡契約書を締結いたしました。

「１．中間連結財務諸表等（１）中

間連結財務諸表（重要な後発事

象）」の欄をご参照ください。

 ─────  ─────

 ４．平成18年12月22日付け当社連結子

会社の株式会社ヤマノ1909プラザと

ブラザー販売株式会社は、ブラザー

販売株式会社のカード事業を譲渡す

る事業譲渡契約書を締結いたしまし

た。「１．中間連結財務諸表等

（１）中間連結財務諸表（重要な後

発事象）」の欄をご参照ください。

 ─────  ─────
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６．その他
 該当事項はありません。
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