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問合せ先責任者 （役職名）社長室長   （氏名）尾崎 史照        ＴＥＬ (06) 6358－2256 
定時株主総会開催予定日  平成 20年６月 18日 配当支払開始予定日   平成 20年６月 19日 
有価証券報告書提出予定日 平成 20年６月 19日  
  

（百万円未満切捨て） 
１．20 年 3月期の連結業績（平成 19 年３月 21 日～平成 20年３月 20日） 
 (注) 平成 20 年３月期が連結財務諸表の作成初年度であるため、平成 19年３月期は記載しておりません。 

(1)連結経営成績                                （％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 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 
20 年３月期 
19 年３月期 

15,205 
－ 

－ 
－ 

172 
－ 

－ 
－ 

147 
－ 

－ 
－ 

△79 
－ 

－ 
－ 

 

 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当 たり当期純利益        

自己資本 
当期純利益率 

総 資 産 
経常利益率 

売 上 高 
営業利益率 

  円 銭  円 銭 ％ ％ ％ 
20 年３月期 
19 年３月期 

△3 07 
－ － 

－ － 
－ － 

－ 
－ 

0.9 
－ 

1.1 
－ 

(参考) 持分法投資損益       20年３月期 － 百万円    19年３月期 － 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 
20 年３月期 
19 年３月期 

16,794 
－ 

9,983 
－ 

59.4 
－ 

389 20 
－ － 

(参考) 自己資本       20年３月期  9,983 百万円  19年３月期  － 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 

20 年３月期 
19 年３月期 

△340 
－ 

△725 
－ 

580 
－ 

1,688 
－ 

 
 
２．配当の状況 

 １株当たり配当金 配当金総額 
(年間) 

配当性向 
（連結） 

純資産配当率 
（連結） 

（基準日） 中間期末 期末 年間    

  円 銭  円 銭  円 銭 百万円 ％ ％ 
19 年３月期 
20 年３月期 

－ － 
－ － 

6 00 
6 00 

6 00 
6 00 

156 
153 

－ 
－ 

－ 
1.5 

21 年３月期 
（予想） 

－ － 6 00 6 00  81.0  

 (注) 平成 20 年３月期が連結財務諸表の作成初年度であるため、平成 19 年３月期の配当性向（連結）及び
純資産配当率（連結）については記載しておりません。 

 
 
３．21 年３月期の連結業績予想（平成 20年３月 21日～平成 21年３月 20日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 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 

中 間 期 
通    期 

7,800 
16,500 

13.3 
8.5 

150 
450 

－ 
161.3 

130 
420 

－ 
185.6 

60 
190 

－ 
－ 

2 34 
7 41 
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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）  無 

 (注) 当社は、平成 19年６月 25日に株式会社ベルラピカ(資本金 50百万円)を設立しております。 
 
(2) 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（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  無 
② ①以外の変更   無 

 
(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） 20 年３月期 27,670,642株 19 年３月期 27,670,642株 
②期末自己株式数 20 年３月期 2,019,134 株 19 年３月期 1,620,476 株 

 (注) １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、24 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 
 

１.20 年３月期の個別業績(平成 19 年３月 21 日～平成 20 年３月 20 日) 
(1)個別経営成績                               （％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 

 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 百万円   ％ 
20 年３月期 
19 年３月期 

14,065 
14,384 

△ 2.2 
△ 0.4 

128 
157 

△18.4 
△74.4 

110 
172 

△35.6 
△72.5 

△98 
142 

－ 
△57.6  

 １株当たり 
当期純利益 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益        

 円 銭 円 銭 
20 年３月期 
19 年３月期 

△3 82 
5 42 

－ － 
5 36  

(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 
20 年３月期 
19 年３月期 

16,614 
16,581 

9,964 
10,566 

60.0 
63.7 

388  45 
405  64 

(参考) 自己資本       20 年３月期  9,964 百万円  19 年３月期  10,566 百万円   
２．21 年３月期の個別業績予想（平成 20 年３月 21 日～平成 21 年３月 20 日） 

（％表示は、通期は対前期、中間期は対前年中間期増減率） 
 

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 
中 間 期 
通    期 

6,800 
14,400 

1.3 
2.4 

120 
350 

－ 
172.5 

110 
340 

－ 
206.5 

50 
150 

－ 
－ 

1 95 
5 85 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

  本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、本資料の発表日現在において入手可能な
情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後さまざまな要因によって予想数値と異なる場合
があります。業績予想の前提となる仮定及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、
３ページ「１.経営成績（1）経営成績に関する分析」をご覧ください。 
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１．経営成績 
 

（１）経営成績に関する分析 

   当連結会計年度におけるわが国の経済環境は、前年から引き続き景気の拡大が期待されておりましたが、

７月のアメリカにおけるサブプライムローン問題に端を発した金融不安による株価の下落、急激な円高ドル

安など、年度の後半から景気減速感が強まってまいりました。また、原油・原材料価格の高騰が、最終消費

物資にも影響し始め、消費者の生活防衛意識が高まり個人消費は総じて低調に推移しました。 

   当アパレル業界におきましては、消費トレンドの多様化やお客様の選別消費が続く中、冷夏、暖冬など年

間を通じた天候不順の影響も加わって衣料消費が伸び悩み、厳しい経営環境が続く状況となりました。 

   このような状況の中で当社は、卸売事業におきましてはラピーヌ製品に対する満足度・信頼度アップの企

業姿勢に軸足を置き、お客様一人ひとりの満足度向上を目指したマーケットイン志向の魅力ある新商品開発

並びにお得意先百貨店・専門店の店頭ニーズに合致する販売促進策の充実とお得意先密着の機動的な営業活

動推進により、共存共栄に立脚した取組み拡大に努めてまいりました。 

   また、昨年６月に当社 100％出資の子会社、株式会社ベルラピカを設立、同８月１日よりミセス、キャリア

を主要対象とした婦人服及び婦人雑貨の小売事業を 31店舗で開始いたしました。当該小売事業におきまして

は、ラピーヌ製品を主力販売商品とし仕入先集約によるコスト低減を図るとともに、当社商品企画部とのコ

ラボレーションによる商品開発やお客様満足度向上を目指した販売サービスの充実に努めてまいりました。 

   以上の結果、当社グループ小売事業におきましては、概ね計画通りの成績を達成することができましたも

のの、卸売事業におきましては、天候不順の影響による専門店・百貨店の店頭の売上伸び悩み、不採算取引

のスクラップなどにより、当連結会計年度の売上高は 152億５百万円となりました。損益面におきましては、

営業利益１億 72 百万円、経常利益１億 47 百万円となりましたが、役員退職慰労引当金の過年度分計上や期

末の株安による一部銘柄の有価証券評価損の計上などにより、当期純損益は 79 百万円の純損失となりました。 

   今後の見通しにつきましては、アメリカ経済の失速懸念や、世界的な金融不安、原材料価格の高騰など企

業収益を圧迫する要因が多い中、雇用環境・所得増加への期待感が後退傾向を見せ始めるなど、個人消費に

大きな期待が持てないものと予測されます。 

   このような情勢を踏まえ、当社グループといたしましては、商品開発・販売体制の両面から市場競争力強

化を重要課題として取り組み、業績の早期回復並びに安定的成長確保の実現に努めてまいります。 

  ①商品開発について 

    商品企画におきましては、ファッショントレンドと店頭販売情報のバランスの取れた精度の高いマーチ

ャンダイジングを実現し、ラピーヌに期待される「上質感」をキーワードに魅力ある新商品開発に力を注

ぎ、プレタブランド商品のグレードアップを図ってまいります。 

    また、ベルラピカにおける小売事業につきましては、ラピーヌ商品企画部とのコラボレーションをより

強化してオリジナル商品開発による店頭品揃えの充実を図ってまいります。 

  ②販売体制について 

    販売体制におきましては、百貨店・専門店別に販売先業態に特化した取引先密着の営業活動を推進する

とともに、販売第一線のファッションアドバイザーの店頭販売技術レベルアップ、お得意先のニーズに応

じたディーラーヘルプ策の実行など、消費者本位の販売支援サービスを充実してまいります。また、新ブ

ランド「ギ・ラロッシュ ファム」や「ピエール･カルダン リーニュ」などを早期に軌道化するための営業

活動を強化してまいります。 

    ベルラピカの小売事業におきましては本年３月 21 日にラピーヌの直営小売店舗９店の運営をベルラピカ

へ移管し、店頭支援・販売促進の一元化による効率アップを図ります。 

 なお、平成 20年度は都市部の商業施設内への出店を含めて引き続き積極的な新規出店を行ってまいりま

す。 

  ③管理面においては、ＩＴ新技術活用による経営資源の効果的活用、コストダウンに継続して取り組むとと

もに、社員の能力と意欲向上を目指した人材教育に注力し、活力に満ちた組織実現を図ってまいります。 

   以上により、次期の連結業績予想につきましては、売上高は165億円、経常利益は４億20百万円、当期純利

益は１億90百万円を予想しております。 
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（２）財政状態に関する分析 

  ① 資産、負債、純資産の状況 

    当連結会計年度末における資産合計は 167 億 94 百万円、負債合計は 68 億 11 百万円、純資産合計は 99

億 83 百万円であります。なお、平成 20 年３月期が連結財務諸表の作成初年度であるため、増減の状況等

は記載しておりません。 

  ② 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） 

    当連結会計年度における営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純損失が 64百万円と

なり、売上債権の増加３億 71百万円、棚卸資産の増加３億 82百万円などにより、３億 40百万円の支出と

なりました。 

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    当連結会計年度における投資活動によるキャッシュ・フローは、事業譲受けによる支出５億 87百万円な

どにより、７億 25 百万円の支出となりました。 

   （財務活動によるキャッシュ・フロー） 

    当連結会計年度における財務活動によるキャッシュ・フローは、社債の償還６億 90百万円、長期借入金

の返済２億 38 百万円などがありましたが、社債発行及び長期借入による収入９億 40 百万円、短期借入金

の増加８億円などにより、５億 80百万円の収入となりました。 

    この結果、現金及び現金同等物の当連結会計年度末残高は 16 億 88百万円となりました。 

  ③ キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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20年 
３月期 

自己資本比率(％) ― ― ― ― 59.4 

時価ベースの自己資本比
率(％) 

― ― ― ― 18.3 

キャッシュ・フロー対有
利子負債比率(年) 

― ― ― ― ― 

インタレスト・カバレッ
ジ・レシオ(倍) 

― ― ― ― ― 

(注) １．平成20年３月期が連結財務諸表の作成初年度であるため、平成16年３月期から平成19年３月期までのキ
ャッシュ・フロー関連指標の推移については記載しておりません。 

２．各指標の算出方法は、以下のとおりです。 
 (1) 自己資本比率：自己資本／総資産 
 (2) 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 
 (3) キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 
 (4) インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ･フロー／利払い 
３．各指標は、平成20年３月期より、いずれも連結ベースの財務数値により算出しています。 
４．株式時価総額は自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しております。 
５．キャッシュ･フローは、営業キャッシュ･フローを利用しております。 
６．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としてお

ります。 
７．利払いについては、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。 
８．キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインタレスト・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フロー

がマイナスである期については、記載しておりません。 
   

 (参考）個別キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 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20年 
３月期 

自己資本比率(％) 67.9 69.6 64.7 63.7 60.0 

時価ベースの自己資本
比率(％) 

25.4 41.9 52.3 32.7 18.5 

キャッシュ・フロー対
有利子負債比率(年) 

 7.0 95.2  4.2 31.9 ― 

インタレスト・カバレ
ッジ・レシオ(倍) 

12.8  0.7 18.6  2.0 ― 
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（３）利益配分に関する基本方針及び当期の配当 

   当社グループは、株主の皆様への利益還元を重要な経営政策のひとつと位置付けており、当期の経営成績

ならびに将来の経営環境変化への対応や計画的な事業展開を総合的に勘案した上で、継続的に安定配当を実

施することが株主の皆様の長期的な利益に合致するものと考えております。内部留保につきましては、多様

化する市場のニーズを捉えた新ブランド・新製品の開発や既存ブランド売場活性化の為の改装投資、情報シ

ステム投資など、安定的な経営基盤を確保し収益向上に寄与する為の必要原資として考えております。 

   当期の株主配当につきましては、安定配当の観点から、期末に１株当たり６円の配当を予定しております。

また、次期以降も業績向上に全社をあげて取組み、安定配当を行っていきたいと考えております。 

 

（４）事業等のリスク 

   当社グループの事業などのリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性のある主な事項に

は以下のようなものがありますが、これらのリスクの回避に継続的に努めてまいります。 

   なお、以下に記載している将来に関する事項は、当連結会計年度末において当社グループが判断したもの

であります。 

① 消費動向の変化に伴うリスク 

 当社グループが取り扱う衣料品は、変化しやすい流行などのトレンドや、対象顧客のニーズの多様化など

の影響を受けやすい市場にあります。このため、国内外の流行情報などを的確に把握し、魅力的な製品をお

買い求めやすい価格にて提供することに努めておりますが、ファッショントレンドの急激な変化や消費者の

嗜好の変化、競合する同業他社の動向に加え、景気変動の影響による個人消費の低迷などによって、当社グ

ループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

② 気象状況や災害などによるリスク 

 当社グループが取扱う衣料品は、天候の影響を受けやすく、冷夏や暖冬、長雨などの天候不順により、消

費者の大きな需要変化が生じる場合があります。当社グループは、そのような気象状況による売上の影響を

極力受けることのないよう、生産の短サイクル化や生産コントロールに今後も努めてまいりますが、予測を

超えた気象状況の変化により見込んでいた売上が伸び悩み、あるいは地震などの天災によって営業の中断が

生じた場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

③ 取引先与信に関するリスク 

 当社グループでは取引先の信用度把握に万全を期すため、調査機関や業界情報の活用により日常的な情報

収集や与信管理を徹底し、債権の回収不能という事態を未然に防ぐ体制を取っております。しかしながら、

上記の取り組みの範囲を超えた事象が突発的に発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性が

あります。 

④ 製品の品質に関するリスク 

 当社グループは、製品の品質維持・管理のため「品質管理基準」を制定し、グループを挙げて取り組んで

おりますが、万一、製造物責任に関わる製品事故が発生した場合、賠償費用の発生、販売の減少に加え、ブ

ランドの信用失墜により、当社グループの業績に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

⑤ 法的規制に関するリスク 

 当社グループは、製品の販売、仕入れ、情報管理等において、景品表示法、下請法、独占禁止法、個人情

報保護法などの法的規制の適用を受けております。当社グループでは、各業務担当部門が管理統括部と連携

しながら、すべての法的規制を遵守するように取り組んでおります。しかしながら、規制強化による遵守コ

スト増加の可能性や、上記の取り組みの範囲を超えた事象が発生した場合、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。 
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⑥ 個人情報に関するリスク 

 当社グループは、顧客管理などのため多数の個人情報を保有しております。個人情報については、全社的

プロジェクトを発足させ、情報管理体制の構築に取り組んでおりますが、万一、個人情報が外部に漏洩する

ような事態が発生した場合、社会的信用失墜による売上の減少や顧客に対する損害賠償による損失が発生し、

当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑦ 海外におけるリスク 

 当社グループでは、企画した製品の大部分を国内の協力工場に委託し生産しておりますが、一部の製品に

つきましては中国ほかの海外に生産を委託しております。それに伴い、為替レートの変動、テロ、天災、伝

染病といったリスクが発生する恐れがあり、その結果、原価高や製品輸入が困難になるといったリスクが発

生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

 また当社グループでは、海外の有力企業が所有する知的財産権の使用許諾によりブランド事業を展開して

おります。万一、契約期間満了に伴う契約の終了や、不測の事由による契約の解除、契約内容の変更など、

ライセンス契約を継続できない事態が発生した場合、当社グループの業績に影響を及ぼす可能性があります。 

⑧ システムに関するリスク 

 当社グループは、コンピュータシステムと通信ネットワークを利用して業務処理を行っており、自然災害

や事故、コンピュータウイルスに起因するシステムの停止、ハッカーなどの外部からの不正な侵入などの犯

罪により、システムダウンや重要データの消失または漏洩が生じる可能性があります。当社グループにおい

ては外部からの不正アクセスやウイルス感染の防御、内部管理体制の強化などの対策を行っておりますが、

このような事態が発生した場合、事故対応のコストの増加、損害賠償や信用力の低下等のリスクが想定され、

当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 

⑨ 固定資産の減損に関するリスク 

 「固定資産の減損に係る会計基準」（以下、減損会計基準という）の適用が平成 17年４月１日以降に開始

する会計年度から開始されました。当社グループでは、前会計年度より減損会計基準を適用しておりますが、

上記①～⑧のリスク顕在化等によって、当社グループ事業におけるブランドや売場単位の収支悪化が発生し

た場合、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。 
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２．企業集団の状況 
 

   当社グループは、当社（株式会社ラピーヌ）と連結子会社１社（株式会社ベルラピカ）により構成されて

おり、婦人服の企画、製造、販売を主たる業務としております。 

   当社グループの当社及び子会社の位置付けは次のとおりであります。 

  ① 連結財務諸表提出会社（当社） 

    当社は、高級婦人服を企画し、主に国内の協力工場へ委託して製造を行っています。販売につきまして

は、当社東京店、大阪店、福岡店の各営業拠点から、全国の専門店、百貨店を中心に販売活動を行ってお

ります。 

  ② 連結子会社 

    株式会社ベルラピカは、婦人服及び婦人雑貨の小売事業運営を行っております。当社製品を中心に仕入

れ、販売するほか、他社商品の仕入れ、販売を行っており、平成 20 年４月末日現在で 43 店舗の運営を行

っております。 

   （注）株式会社ベルラピカは平成 19年６月 25日に新規設立により当社の連結子会社となりました。 

  [事業系統図] 

   以上述べた事項を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 

        

 

 

 

 

 

 

 

        

 

３．経営方針 
 

（１）会社の経営の基本方針 

   当社グループは、「真実と信頼」を創業以来の経営理念とし、消費者第一主義に徹した経営のもと、高級婦

人既製服のアパレル事業並びに婦人衣料の小売事業において、ファッションを通じて社会の生活文化向上に

貢献することを目指しております。また、その基本方針に基づき、ラピーヌ製品をご愛用いただくお客様一

人ひとりの満足度向上ならびにラピーヌファンの増大を目標とした事業展開を推し進め、消費者、取引先、

株主の皆様にご満足頂けますよう企業価値を更に高める努力を続けてまいります。 

 
（２）中長期的な会社の経営戦略 

  ①経営の基本を高品質の追求に置き、メーカーとしての商品の品質維持向上はもとより、お取引先や顧客に

対するサービスの向上とともに、経営品質の向上に努め、「商品価値と企業価値の極大化」を目指し、絶え

ず自己革新を続けてまいります。 

  ②ファッションという美を通じて、お客様の夢を実現し、装いの喜びを実感できる豊かなファッションライ

フ（心の満足）を創造してまいります。 

  ③時代のニーズと環境の変化を正しく見極め、迅速な経営を目指すとともに「感性と科学」による新しいフ

ァッションビジネスを展開してまいります。 

   以上により、安定的な収益構造を確立して、永続的な成長発展を実現することを中長期的な経営の重要課

題と認識しております。 

 

当  社 
（株式会社ラピーヌ） 

連結子会社 
（株式会社ベルラピカ）

得  意  先 
（全国専門店・百貨店） 

消  費  者 

製品 

製品 

製品 

製品 
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（３）会社の対処すべき課題 

   当社グループでは、経営の透明性・迅速かつ適切な経営判断による業務執行に加えて、法令を遵守し社会

常識に照らして公正な企業活動を行うことにより健全なコーポレート・ガバナンス体制の構築に努めており

ます。また今後におきましても、会社法や金融商品取引法などの関連法令の遵守に努め、管理体制の整備を

行ってまいります。 

 
（４）その他、会社の経営上重要な事項 

   該当事項はありません。 
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４．連結財務諸表 
 

（１）連結貸借対照表 
 (注) 平成 20 年３月期が連結財務諸表の作成初年度であるため、平成 19年３月期は記載しておりません。 

 

  
当連結会計年度 

(平成20年３月20日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比 

(％) 

(資産の部)     

Ⅰ 流動資産     

１ 現金及び預金   1,688  

２ 受取手形及び売掛金   3,235  

３ 棚卸資産   3,564  

４ 繰延税金資産   286  

５ その他   155  

６ 貸倒引当金   △9  

流動資産合計   8,920 53.1 

Ⅱ 固定資産     

１ 有形固定資産     

(1) 建物及び構築物 ※1 
※2  1,710  

(2) 土地 ※2  3,341  

(3) その他 ※1  151  

有形固定資産合計   5,203 31.0 

２ 無形固定資産     

(1) のれん   224  

(2) その他   23  

無形固定資産合計   247 1.5 

３ 投資その他の資産     

(1) 投資有価証券 ※2  1,041  

(2) 差入保証金   1,046  

(3) 繰延税金資産   110  

(4) その他   342  

(5) 貸倒引当金   △118  

投資その他の資産合計   2,423 14.4 

固定資産合計   7,874 46.9 

資産合計   16,794 100.0 
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当連結会計年度 

(平成20年３月20日) 

区分 注記 
番号 

金額(百万円) 構成比 
(％) 

(負債の部)     

Ⅰ 流動負債     

１ 買掛金   1,129  

２ 短期借入金 ※2  2,670  

３ 一年以内返済予定長期借入金 ※2  198  

４ 一年以内償還予定社債   90  

５ 未払金   272  

６ 未払費用   271  

７ 未払法人税等   66  

８ 返品調整引当金   356  

９ ポイント引当金   11  

10 その他 ※3  159  

流動負債合計   5,225 31.1 

Ⅱ 固定負債     

１ 社債   785  

２ 長期借入金 ※2  615  

３ 役員退職慰労引当金   179  

４ 預り保証金   5  

固定負債合計   1,585 9.5 

負債合計   6,811 40.6 

 (純資産の部)     

Ⅰ 株主資本     

１ 資本金   4,354  

２ 資本剰余金   4,021  

３ 利益剰余金   1,817  

４ 自己株式   △325  

株主資本合計   9,868 58.7 

Ⅱ 評価・換算差額等     
  その他有価証券 
  評価差額金   115  

評価・換算差額等合計   115 0.7 

純資産合計   9,983 59.4 

負債及び純資産合計   16,794 100.0 
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（２）連結損益計算書 
 (注) 平成 20 年３月期が連結財務諸表の作成初年度であるため、平成 19年３月期は記載しておりません。 

 

  
当連結会計年度 

(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日) 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 百分比 

(％) 

Ⅰ 売上高   15,205 100.0 

Ⅱ 売上原価   8,776 57.7 

売上総利益   6,429 42.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理費   6,256 41.2 

営業利益   172 1.1 

Ⅳ 営業外収益     

１ 受取利息・配当金  20   

２ 仕入割引  21   

３ 雑収入  15 57 0.4 

Ⅴ 営業外費用     

１ 支払利息  66   

２ 社債発行費  9   

３ 雑損失  6 83 0.5 

経常利益   147 1.0 

Ⅵ 特別利益     

１ 投資有価証券売却益  13   

２ 貸倒引当金戻入益  1 14 0.1 

Ⅶ 特別損失     

１ 固定資産除売却損  5   

２ 投資有価証券評価損  32   

３ 減損損失 ※1 21   

４ 過年度役員退職慰労 
  引当金繰入額  166 225 1.5 

税金等調整前当期純損失   △64 △0.4 

法人税、住民税及び事業税  89   

法人税等調整額  △74 15 0.1 

当期純損失   △79 △0.5 
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（３）連結株主資本等変動計算書 

 (注) 平成 20 年３月期が連結財務諸表の作成初年度であるため、平成 19年３月期は記載しておりません。 

 

当連結会計年度(自 平成 19 年３月 21 日 至 平成 20 年３月 20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20日残高(百万円) 4,354 4,021 2,053 △249 10,179 

連結会計年度中の変動額      

 剰余金の配当   △156  △156 

 当期純損失   △79  △79 

 自己株式の取得    △77 △77 

 自己株式の処分  0  2 2 
 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額)      

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) ― 0 △235 △75 △310 

平成20年３月20日残高(百万円) 4,354 4,021 1,817 △325 9,868 
 

評価・換算差額等 
 その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年３月20日残高(百万円) 387 387 10,566 

連結会計年度中の変動額    

 剰余金の配当   △156 

 当期純損失   △79 

 自己株式の取得   △77 

 自己株式の処分   2 

 株主資本以外の項目の連結 
 会計年度中の変動額(純額) △272 △272 △272 

連結会計年度中の変動額合計 
(百万円) △272 △272 △583 

平成20年３月20日残高(百万円) 115 115 9,983 
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

 (注) 平成 20 年３月期が連結財務諸表の作成初年度であるため、平成 19年３月期は記載しておりません。 
 

  
当連結会計年度 

(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー   

１ 税金等調整前当期純損失  △64 

２ 減価償却費  229 

３ のれん償却費  97 

４ 固定資産除売却損  5 

５ 減損損失  21 

６ 投資有価証券評価損  32 

７ 貸倒引当金の増加額  0 

８ 返品調整引当金の減少額  △8 

９ 退職給付引当金の減少額  △82 

10 役員退職慰労引当金の増加額  179 

11 ポイント引当金の増加額  11 

12 受取利息及び受取配当金  △20 

13 支払利息  66 

14 社債発行費  9 

15 投資有価証券売却益  △13 

16 売上債権の増加額  △371 

17 棚卸資産の増加額  △382 

18 仕入債務の増加額  12 

19 未払消費税等の増加額  21 

20 その他  184 

小計  △71 

21 利息及び配当金の受取額  20 

22 利息の支払額  △62 

23 法人税等の支払額  △227 

営業活動による 
キャッシュ・フロー 

 △340 
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当連結会計年度 

(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー   

１ 定期預金の払戻による収入  100 

２ 有形固定資産の取得による 
  支出 

 △104 

３ 無形固定資産の取得による 
  支出  △0 

４ 投資有価証券の取得による 
  支出  △100 

５ 投資有価証券の売却による 
  収入  38 

６ 差入保証金の純増加額  △19 

７ 事業譲受けによる支出  △587 

８ その他  △50 

投資活動による 
キャッシュ・フロー  △725 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の純増加額  800 

２ 長期借入による収入  450 

３ 長期借入金の返済による支出  △238 

４ 社債発行による収入  490 

５ 社債償還による支出  △690 

６ 配当金の支払額  △156 

７ 自己株式の取得による支出  △77 

８ 自己株式の売却による収入  2 

財務活動による 
キャッシュ・フロー  580 

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額  △485 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  2,174 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  1,688 
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（参考）個別キャッシュ・フロー計算書 

  

  
前事業年度 

(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

区分 
注記 
番号 金額(百万円) 

Ⅰ 営業活動による 
キャッシュ・フロー 

  

１ 税引前当期純利益  277 

２ 減価償却費  220 

３ のれん償却費  82 

４ 固定資産除売却損  22 

５ 減損損失  45 

６ 貸倒引当金の増加額  5 

７ 返品調整引当金の減少額  △40 

８ 退職給付引当金の減少額  △56 

９ 受取利息及び受取配当金  △21 

10 支払利息  47 

11 有形固定資産売却益  △0 

12 投資有価証券売却益  △169 

13 売上債権の減少額  321 

14 棚卸資産の増加額  △256 

15 仕入債務の減少額  △97 

16 役員賞与の支払額  △20 

17 未払消費税等の減少額  △3 

18 その他  △7 

小計  350 

19 利息及び配当金の受取額  21 

20 利息の支払額  △54 

21 法人税等の支払額  △206 

営業活動による 
キャッシュ・フロー  110 
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前事業年度 

(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

区分 
注記 
番号 

金額(百万円) 

Ⅱ 投資活動による 
キャッシュ・フロー   

１ 有形固定資産の取得による 
  支出  △151 

２ 有形固定資産の売却による 
  収入 

 3 

３ 無形固定資産の取得による 
  支出  △4 

４ 投資有価証券の取得による 
  支出  △13 

５ 投資有価証券の売却による 
  収入  294 

６ 差入保証金の純減少額  0 

７ その他  △64 

投資活動による 
キャッシュ・フロー  63 

Ⅲ 財務活動による 
キャッシュ・フロー   

１ 短期借入金の純増加額  500 

２ 長期借入による収入  300 

３ 長期借入金の返済による支出  △288 

４ 社債償還による支出  △90 

５ 配当金の支払額  △157 

６ 自己株式の取得による支出  △92 

７ 自己株式の売却による収入  29 

財務活動による 
キャッシュ・フロー  201 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増加額  375 

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高  1,798 

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高  2,174 
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（５）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 
 

１ 連結の範囲に関する事項 

   連結子会社の数  １社 
   連結子会社の名称 株式会社ベルラピカ 
            なお、株式会社ベルラピカは平成19年６月25日に当社100％出資の新規設立により連結子会社と

なりました。このため、当期より連結財務諸表を作成しております。 
 
２ 連結子会社の決算日等に関する事項 

   決算日は一致しております。 
 
３ 会計処理基準に関する事項 

 (1) 重要な資産の評価基準及び評価方法 
   ①有価証券 
     その他有価証券 

時価のあるもの 連結決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、
売却原価は移動平均法により算定） 

時価のないもの 移動平均法に基づく原価法 

   ②棚卸資産 
製品、仕掛品 総平均法に基づく原価法 
原材料（表生地） 移動平均法に基づく原価法 

原材料（副素材） 先入先出法に基づく原価法 
 
 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法 

①有形固定資産 定率法（但し、平成10年４月１日以降に取得の建物(建物附属設備を除く)については
定額法）を採用しております。 

②無形固定資産 定額法を採用しております。なお、のれんについては５年間均等償却によっておりま

す。 
 
 (3) 社債発行費は、全額を支出時の費用としております。 

 
 (4) 重要な引当金の計上基準 

①貸倒引当金 当連結会計年度末に保有する債権の貸倒れによる損失に充てるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検
討し、回収不能見込額を計上しております。 

②返品調整引当金 売上製品の返品による損失に充てるため、過去の返品率等を勘案した将来の返品によ

る損失予想額を計上しております。 
③退職給付引当金 従業員の退職給付に充てるため、当連結会計年度末における退職給付債務及び年金資

産の見込額に基づき、当連結会計年度末において発生していると認められる額を計上

しております。 
過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数(５
年)による定額法により費用処理することとしております。 

数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年
数(５年)による定額法により翌連結会計年度から費用処理することとしております。 

④役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に充てるため、役員退職慰労金規程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。 
⑤ポイント引当金 販売促進を目的とするポイント制度に基づき顧客へ付与したポイントの利用に備える

ため、当連結会計年度末において将来利用されると見込まれる額を計上しております。 

 
 (5) リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借

取引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 
 (6) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。 
 

４ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 
   連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法を採用しております。 
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（６）連結財務諸表に関する注記事項 

(連結貸借対照表関係) 
 

当連結会計年度 
(平成20年３月20日) 

※1 有形固定資産の減価償却累計額  4,884百万円
  
※2 担保資産 建物及び構築物 913百万円

 土地 1,159百万円
 投資有価証券 531百万円

   計 2,604百万円
  
  上記に対応する債務 短期借入金 1,720百万円

 一年以内返済予定長期借入金 198百万円
 長期借入金 615百万円

   計 2,533百万円
  
※3 消費税等の取扱い 

   仮払消費税等及び預り消費税等は相殺のうえ、流動負債のその他に含めて
表示しております。 

 
 

(連結損益計算書関係) 
 

当連結会計年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日) 

減価償却費 有形固定資産 227百万円

 無形固定資産 99百万円

   計 326百万円
  
※1 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
失を計上しました。 

場所 用途 種類 減損損失(百万円) 

建物 4  

器具備品 13 

その他 3 
大阪府他 

店舗・売場
用資産 

合計 21 

 当社グループは百貨店・直営店等の売場単位を軸とした管理会計を行ってお

り、基本的に売場別にグルーピングを決定しております。なお、賃貸用資産や遊
休資産については個別の物件毎に、のれんについてはブランドグループ毎にグル
ーピングしております。 

 営業活動から生じる損益が継続してマイナスである事業用資産を回収可能価
額まで減額し、減損損失として特別損失に計上しております。 
 なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定し、処分価額を零と見積もっ

て評価しております。 
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

 当連結会計年度（自 平成19年３月21日 至 平成20年３月20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 27,670 ― ― 27,670 

自己株式     

  普通株式 1,620 411 13 2,019 
 
（注）自己株式の株式数の増加411千株は、単元未満株式の買取りによる増加13千株、自己株式の取得による増加398千株で

あります。また、自己株式の株式数の減少13千株は、新株予約権の権利行使によるものです。 

 

 ２ 新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

   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 
（百万円） 

１株当たり配当額 
（円） 基準日 効力発生日 

平成19年６月19日 
定時株主総会 普通株式 156 6.00 平成19年３月20日 平成19年６月20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 

    次のとおり、付議を予定しております。 

決議 株式の種類 
配当金の総額 
（百万円） 

配当の原資 
１株当たり 
配当額（円） 

基準日 効力発生日 

平成20年６月18日 
定時株主総会 

普通株式 153 利益剰余金 6.00 平成20年３月20日 平成20年６月19日 

 

(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 
 

当連結会計年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日) 

現金及び現金同等物の期末残高は、連結貸借対照表に掲記されている現金及び預
金勘定の金額と一致しております。 
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(リース取引関係) 
 

当連結会計年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リ

ース取引 
１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当額及び期末残高相当額 

 取得価額 
相当額(百万円) 

減価償却累計額 
相当額(百万円) 

期末残高 
相当額(百万円) 

有形固定資産 
その他    

(機械装置) 21 11 9 

(器具備品) 64 50 14 

無形固定資産 
その他    

(ソフトウェア) 4 3 1 

合計 90 65 25 
 
 なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残高の有形固定資産の期末残高
等に占める割合が低いため、「支払利子込み法」により算出しております。 
２ 未経過リース料期末残高相当額 １年以内 14百万円

 １年超 11百万円

  計 25百万円
 
 なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過リース料期末残高の有形固定
資産の期末残高等に占める割合が低いため、「支払利子込み法」により算出して

おります。 
３ 支払リース料及び減価償却費相当額 支払リース料 20百万円
 減価償却費 

相当額 
20百万円

 
４ 減価償却費相当額の算定方法 
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっております。 

 
 

(有価証券関係) 

 １ その他有価証券で時価のあるもの 
 

当連結会計年度 
(平成20年３月20日) 

区分 
取得原価 
(百万円) 

連結貸借対照表 
計上額(百万円) 

差額 
(百万円) 

連結貸借対照表計上額が取得原
価を超えるもの    

 株式 408 666 258 
 債券 ― ― ― 

 その他 ― ― ― 

 小計 408 666 258 
連結貸借対照表計上額が取得原
価を超えないもの    

 株式 254 212 △42 

 債券 125 108 △16 
 その他 59 53 △5 

 小計 438 374 △63 

 合計 846 1,040 194 

     (注)  減損処理にあたっては、期末における時価が取得原価に比べ50％以上下落した場合には全て減損処理を行
い、30～50％程度下落した場合には、回復可能性等を考慮して必要と認められた額について減損処理を行っ

ております。 
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 ２ 時価評価されていない主な有価証券 
 

当連結会計年度 
(平成20年３月20日) 区分 

連結貸借対照表計上額(百万円) 

その他有価証券 0 

 非上場株式 0 

 計 0 

 

(デリバティブ取引関係) 
 

当連結会計年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日) 

該当事項はありません。なお、金利スワップ取引については、特例処理の要件を
満たしているため、特例処理を採用しておりますので、注記の対象から除いてお
ります。 

 

(退職給付関係) 

 １ 採用している退職給付制度の概要 

   当社グループは、確定給付型の制度として、企業年金基金制度を採用しております。 

 

 ２ 退職給付債務に関する事項 

 
当連結会計年度 

(平成20年３月20日） 

(1) 退職給付債務（百万円） △1,377 

(2) 年金資産（百万円） 1,243 

(3) 未認識数理計算上の差異（百万円） 145 

(4) 未認識過去勤務債務（百万円） △5 

(5) 前払年金費用（百万円） 7 

 

 ３ 退職給付費用に関する事項 

 
当連結会計年度 

(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日） 

(1) 勤務費用（百万円） 75 

(2) 利息費用（百万円） 26 

(3) 期待運用収益（百万円） △50 

(4) 数理計算上の差異の費用処理額（百万円） △33 

(5) 過去勤務債務の費用処理額（百万円） △2 

(6) 退職給付費用（百万円） 15 

 

 ４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項 

 
当連結会計年度 

(平成20年３月20日） 

(1) 退職給付見込額の期間配分方法 期間定額基準 

(2) 割引率（％） 2.0 

(3) 期待運用収益率（％） 3.5 

(4) 過去勤務債務の額の処理年数（年） 5 

(5) 数理計算上の差異の処理年数（年） 5 
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(ストック・オプション等関係) 

該当事項はありません。 

 

(税効果会計関係) 
 

当連結会計年度 
(平成20年３月20日) 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳 
 (繰延税金資産) 

棚卸資産 70百万円
返品調整引当金 144百万円
投資有価証券 63百万円

会員権 68百万円
役員退職慰労引当金 73百万円
その他 92百万円

繰延税金資産小計 513百万円
評価性引当額 △89百万円

繰延税金資産合計 424百万円
 (繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 △24百万円

その他 △3百万円

繰延税金負債合計 △27百万円

繰延税金資産の純額 396百万円
   

 

(セグメント情報) 

 １ 事業の種類別セグメント情報 

    当社グループは、婦人服製造販売以外の開示の対象とするセグメントは10％未満のため、記載を省略し

ております。 

 
 ２ 所在地別セグメント情報 

    本邦以外の売上高はないため、記載を省略しております。 

 
 ３ 海外売上高 

    海外売上高はないため、記載を省略しております。 
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(関連当事者との取引) 

 子会社等 
関係内容 

属性 
会社等 
の名称 住所 

資本金 
（百万円）

事業の 
内容 

議決権等
の所有(被
所有)割合 

役員の 
兼任等 

事業上 
の関係 

取引の内容 
取引金額 
(百万円) 科目 

期末残高 
(百万円) 

製品販売(注1) 197 売掛金 28 

業務委託料､家
賃等の受取 
(注2) 

11 
流動資産の
その他 3 

資金の貸付 
(注3) 

600 長期貸付金 600 

子会社 
㈱ベルラ
ピカ 

大阪市 
北区 50 

婦人服及
び婦人雑
貨の小売 

 (所有) 
 直接 
100％ 

兼任 
3名 

当社製品
の販売 

利息の受取 
(注3) 7 － － 

 注 1 独立第三者取引と同様の一般的な取引条件で行っております。 

2 価格その他の取引条件は、市場実勢を勘案しております。 

3 貸付利率は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。 

 

(企業結合等) 

 １ 相手企業の名称及び取得した事業の内容、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、

結合後企業の名称 

  (1) 相手企業の名称及び事業の内容 

     株式会社ベルミラン 婦人服・洋品の小売事業 

  (2) 企業結合を行った主な理由 

     販路の拡大を図り、事業拡大につなげるため、平成19年２月14日に民事再生を申請した取引先 株式会

社ベルミランの事業の一部を譲受けたもの 

  (3) 企業結合日 

     平成19年８月１日 

  (4) 企業結合の法的形式 

     事業譲受け 

  (5) 結合後企業の名称 

     株式会社ベルラピカ 

 ２ 連結財務諸表に含まれている取得した事業の業績の期間 

    平成19年８月１日から平成20年３月20日まで 

 ３ 取得した事業の取得原価及びその内訳 

   現金 471百万円 

 ４ 発生したのれんの金額、発生原因、償却方法及び償却期間 

  (1) のれんの金額 75百万円 

  (2) 発生原因 

     今後の事業展開によって期待される将来の収益力から発生したものであります。 

  (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 

    固定資産 506百万円 

    流動負債  35百万円 

    なお、上記のほか、株式会社ベルミランの債権者から直接受け入れた固定資産が116百万円あります。 

 ６ 企業結合が連結会計期間の開始の日に完了したと仮定した場合の当連結会計期間の連結損益計算書に及ぼ

す影響の概算 

    事業の部分的な譲受け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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(１株当たり情報) 

 
当連結会計年度 

(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日) 

１株当たり純資産額 389.20円
 

１株当たり当期純損失 △3.07円
 
潜在株式調整後１株当たり純利益につきましては、当期純損失が計上されてい
るため記載しておりません。 

 
      (注)１.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当連結会計年度末 
(平成20年３月20日) 

純資産の部の合計額(百万円) 9,983 

純資産の部の合計額から控除する金額 
(百万円) 

― 

普通株式に係る純資産額(百万円) 9,983 

１株当たり純資産額の算定に用いられた普
通株式の数(千株) 25,651 

 

      (注)２.１株当たり純利益及び潜在株式調整後１株当たり純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
当連結会計年度 

(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日) 

１株当たり純利益金額  

 当期純利益(百万円) △79 

 普通株主に帰属しない金額(百万円) ― 

 普通株式に係る当期純利益(百万円) △79 

 期中平均株式数(千株) 25,860 

  

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額  

 当期純利益調整額(千円) ― 

 普通株式増加数(千株) ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整
後１株当たり当期純利益の算定に含めなか
った潜在株式の概要 

― 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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５．個別財務諸表  
 

（１）貸借対照表 
 

  
前事業年度 

(平成19年３月20日) 
当事業年度 

(平成20年３月20日) 対前年比 

区分 注記 
番号 金額(百万円) 構成比 

(％) 金額(百万円) 構成比 
(％) 

増減 
(百万円) 

(資産の部)         

Ⅰ 流動資産         

１ 現金及び預金   2,174   1,626   

２ 受取手形   46   54   

３ 売掛金 ※3  2,817   3,048   

４ 製品   2,824   3,150   

５ 原材料   73   55   

６ 仕掛品   283   334   

７ 前払費用   104   96   

８ 繰延税金資産   261   277   

９ その他 ※3  102   60   

10 貸倒引当金   △ 9   △ 8   

流動資産合計   8,678 52.3  8,696 52.3 18 

Ⅱ 固定資産         

１ 有形固定資産         

(1) 建物 ※1 
※2  1,758   1,649   

(2) 構築物 ※1 
※2  11   10   

(3) 機械装置 ※1  28   27   

(4) 車両運搬具 ※1  13   8   

(5) 器具備品 ※1  130   111   

(6) 土地 ※2  3,341   3,341   

有形固定資産合計   5,283 31.9  5,149 31.0 △ 134 

２ 無形固定資産         

(1) のれん   246   164   

(2) 借地権   2   2   

(3) 商標権   3   2   

(4) その他   19   18   

無形固定資産合計   270 1.6  187 1.1 △ 83 

３ 投資その他の資産         

(1) 投資有価証券 ※2  1,457   1,041   

(2) 関係会社株式   ―   50   

(3) 出資金   12   12   

(4) 差入保証金   551   554   

(5) 長期貸付金 ※3  ―   600   

(6) 繰延税金資産   ―   110   

(7) その他   444   330   

(8) 貸倒引当金   △117   △118   

投資その他の資産合計   2,348 14.2  2,581 15.6 233 

固定資産合計   7,902 47.7  7,917 47.7 15 

資産合計   16,581 100.0  16,614 100.0 33 
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前事業年度 

(平成19年３月20日) 
当事業年度 

(平成20年３月20日) 対前年比 

区分 注記 
番号 

金額(百万円) 構成比 
(％) 

金額(百万円) 構成比 
(％) 

増減 
(百万円) 

(負債の部)         

Ⅰ 流動負債         

１ 買掛金   1,117   1,084   

２ 短期借入金 ※2  1,870   2,670   

３ 一年以内返済予定長期借入金 ※2  230   198   

４ 一年以内償還予定社債   690   90   

５ 未払金   245   223   

６ 未払費用   207   256   

７ 未払法人税等   206   41   

８ 未払消費税等   71   82   

９ 預り金   60   62   

10 返品調整引当金   365   356   

流動負債合計   5,064 30.6  5,064 30.5 △0 

Ⅱ 固定負債         

１ 社債   375   785   

２ 長期借入金 ※2  370   615   

３ 繰延税金負債   125   ―   

４ 退職給付引当金   74   ―   

５ 役員退職慰労引当金   ―   179   

６ 預り保証金   3   5   

固定負債合計   949 5.7  1,585 9.5 636 

負債合計   6,014 36.3  6,650 40.0 636 

 (純資産の部)         

Ⅰ 株主資本         

１ 資本金   4,354 26.3  4,354 26.2 ― 

２ 資本剰余金         

(1) 資本準備金  4,002   4,002    

(2) その他資本剰余金  18   19    

資本剰余金合計   4,021 24.2  4,021 24.2 0 

３ 利益剰余金         

(1) 利益準備金  496   496    

(2) その他利益剰余金         

 別途積立金  500   500    

 繰越利益剰余金  1,056   801    

利益剰余金合計   2,053 12.4  1,798 10.8 △254 

４ 自己株式   △249 △1.5  △325 △1.9 △75 

株主資本合計   10,179 61.4  9,848 59.3 △330 

Ⅱ 評価・換算差額等         
  その他有価証券 
  評価差額金   387   115   

評価・換算差額等合計   387 2.3  115 0.7 △272 

純資産合計   10,566 63.7  9,964 60.0 △602 

負債及び純資産合計   16,581 100.0  16,614 100.0 33 
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（２）損益計算書  
 

  
前事業年度 

(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

当事業年度 

(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日) 

対前年比 

区分 注記 
番号 

金額(百万円) 百分比 
(％) 

金額(百万円) 百分比 
(％) 

増減 
(百万円) 

Ⅰ 売上高 ※1  14,384 100.0  14,065 100.0 △319 

Ⅱ 売上原価   8,375 58.2  8,317 59.1 △57 

売上総利益   6,009 41.8  5,747 40.9 △261 

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1  5,852 40.7  5,619 40.0 △232 

営業利益   157 1.1  128 0.9 △29 

Ⅳ 営業外収益         

 １ 受取利息・配当金 ※1 21   28    

 ２ 仕入割引  18   21    

 ３ 雑収入  31 71 0.5 15 65 0.5 △5 

Ⅴ 営業外費用         

 １ 支払利息  47   66    

 ２ 社債発行費  ―   9    

 ３ 雑損失  8 56 0.4 6 83 0.6 26 

経常利益   172 1.2  110 0.8 △61 

Ⅵ 特別利益         

 １ 固定資産売却益  0   ―    

 ２ 投資有価証券売却益  169   13    

 ３ 貸倒引当金戻入益  4 174 1.2 1 14 0.1 △159 

Ⅶ 特別損失         

 １ 固定資産除売却損  22   5    

 ２ 投資有価証券評価損  0   32    

 ３ 会員権評価損  0   ―    

 ４ 減損損失 ※2 45   21    

 ５ 過年度役員退職慰 
   労引当金繰入額  ―  69 0.5 166 225 1.6 156 

税引前当期純利益又は 
純損失(△)   277 1.9  △100 △0.7 △377 

法人税、住民税 
及び事業税  199   64    

法人税等調整額  △64 135 0.9 △65 △1 △0.0 △136 

当期純利益又は 
純損失(△)   142 1.0  △98 △0.7 △240 
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（３）株主資本等変動計算書 

 
前事業年度(自 平成 18年３月 21日 至 平成 19年３月 20日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 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 別途 

積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

自己株式 
株主資本 
合計 

平成18年３月20日残高(百万円) 4,354 4,002 18 4,021 496 500 1,091 2,088 △186 10,277 

事業年度中の変動額           

 剰余金の配当 (注)       △157 △157  △157 

 役員賞与の支給 (注)       △20 △20  △20 

 当期純利益       142 142  142 

 自己株式の取得         △92 △92 

 自己株式の処分   0 0     29 29 

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額)           

事業年度中の変動額合計 
(百万円) ― ― 0 0 ― ― △35 △35 △63 △98 

平成19年３月20日残高(百万円) 4,354 4,002 18 4,021 496 500 1,056 2,053 △249 10,179 

 

評価・換算差額等 
 その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成18年３月20日残高(百万円) 575 575 10,852 

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当 (注)   △157 

 役員賞与の支給 (注)   △20 

 当期純利益   142 

 自己株式の取得   △92 

 自己株式の処分   29 

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額) △187 △187 △187 

事業年度中の変動額合計 
(百万円) △187 △187 △285 

平成19年３月20日残高(百万円) 387 387 10,566 

  (注)平成18年６月16日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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当事業年度(自 平成 19年３月 21日 至 平成 20年３月 20日) 

 

株主資本 

資本剰余金 利益剰余金 

その他利益剰余金 
 

資本金 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 別途 

積立金 
繰越利益 
剰余金 

利益 
剰余金 
合計 

自己株式 
株主資本 
合計 

平成19年３月20日残高(百万円) 4,354 4,002 18 4,021 496 500 1,056 2,053 △249 10,179 

事業年度中の変動額           

 剰余金の配当       △156 △156  △156 

 当期純損失       △98 △98  △98 

 自己株式の取得         △77 △77 

 自己株式の処分   0 0     2 2 

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額)           

事業年度中の変動額合計 
(百万円) ― ― 0 0 ― ― △254 △254 △75 △330 

平成20年３月20日残高(百万円) 4,354 4,002 19 4,021 496 500 801 1,798 △325 9,848 

 

評価・換算差額等 
 その他有価証券 

評価差額金 
評価・換算 
差額等合計 

純資産合計 

平成19年３月20日残高(百万円) 387 387 10,566 

事業年度中の変動額    

 剰余金の配当    △156 

 当期純利益   △98 

 自己株式の取得   △77 

 自己株式の処分   2 

 株主資本以外の項目の事業 
 年度中の変動額(純額) △272 △272 △272 

事業年度中の変動額合計 
(百万円) △272 △272 △602 

平成20年３月20日残高(百万円) 115 115 9,964 
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（４）重要な会計方針 
 

１ 資産の評価基準及び評価方法 

 (1) 有価証券 
①子会社株式 移動平均法に基づく原価法 
②その他有価証券  

  時価のあるもの 期末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定） 

  時価のないもの 移動平均法に基づく原価法 

 (2) 棚卸資産 
製品、仕掛品 総平均法に基づく原価法 
原材料（表生地） 移動平均法に基づく原価法 

原材料（副素材） 先入先出法に基づく原価法 
    
２ 固定資産の減価償却の方法 

(1) 有形固定資産 定率法（但し、平成10年４月１日以降に取得の建物(建物附属設備を除く)については
定額法）を採用しております。 

(2) 無形固定資産 定額法を採用しております。なお、のれんについては５年間均等償却によっておりま

す。 
 
３ 社債発行費は、全額を支出時の費用としております。 

  
４ 引当金の計上基準 

(1) 貸倒引当金 当期末に保有する債権の貸倒れによる損失に充てるため、一般債権については貸倒実

績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収
不能見込額を計上しております。 

(2) 返品調整引当金 売上製品の返品による損失に充てるため、過去の返品率等を勘案した将来の返品によ

る損失予想額を計上しております。 
(3) 退職給付引当金 従業員の退職給付に充てるため、当期末における退職給付債務及び年金資産の見込額

に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上しております。 

過去勤務債務については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年数（５
年）による定額法により費用処理することとしております。 
数理計算上の差異については、その発生時の従業員の平均残存勤務期間内の一定の年

数（５年）による定額法により翌期から費用処理することとしております。 
(4) 役員退職慰労引当金 役員の退職慰労金の支給に充てるため、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を

計上しております。 

 
５ リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取

引に係る方法に準じた会計処理によっております。 

 
６ 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。 
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（５）重要な会計方針の変更 
 

１ 有形固定資産の減価償却の変更 

    当事業年度より法人税法の改正（(所得税法等の一部を改正する法律 平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税
法施行令の一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号)）に伴い、平成19年４月１日以降に取得した有形固
定資産については、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。 

    なお、この変更により当事業年度の営業利益及び経常利益が7百万円減少し、税引前当期純損失が同額増加してお
ります。 

 

２ 役員退職慰労引当金の計上 
    役員退職慰労金は、従来支給時の費用として処理しておりましたが、改正された「租税特別措置法上の準備金及び

特別法上の引当金又は準備金並びに役員退職慰労引当金等に関する監査上の取扱い」（日本公認会計士協会監査・保

証実務委員会報告第42号）を当事業年度より適用し、役員退職慰労金規程に基づく期末要支給額を役員退職慰労引当
金として計上することに変更いたしました。 

    なお、この変更により当事業年度の営業利益及び経常利益が13百万円減少し、税引前当期純損失が1億79百万円増

加しております。 
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（６）個別財務諸表に関する注記事項 

 

(貸借対照表関係) 
 

前事業年度 
(平成19年３月20日) 

当事業年度 
(平成20年３月20日) 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

4,714百万円 

※1 有形固定資産の減価償却累計額 

4,855百万円 
※2 担保資産 
建物 967百万円
構築物 4百万円

土地 1,159百万円
投資有価証券 904百万円

  計 3,036百万円
 

※2 担保資産 
建物 909百万円
構築物 4百万円

土地 1,159百万円
投資有価証券 531百万円

  計 2,604百万円
 

上記に対応する債務 

短期借入金 1,120百万円
一年以内返済予定長期借入金 230百万円
長期借入金 370百万円

  計 1,721百万円
 

上記に対応する債務 

短期借入金 1,720百万円
一年以内返済予定長期借入金 198百万円
長期借入金 615百万円

  計 2,533百万円
 

※3 関係会社に対する金銭債権 
― 

※3 関係会社に対する金銭債権 
短期金銭債権 32百万円
長期金銭債権 600百万円

 
 
 

(損益計算書関係) 
 

前事業年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日) 

※1 関係会社との取引 

― 
 

※1 関係会社との取引 

営業取引 208百万円
営業取引以外の取引高 7百万円

 
※2 減損損失 
 以下の資産グループについて減損損失を計上しまし

た。 

場所 用途 種類 減損損失 
(百万円) 

建物 19 

器具備品 24 

その他 1 
大阪府他 

店舗・売場
用資産 

合計 45 

 当社は百貨店・直営店等の売場単位を軸とした管理会

計を行っており、基本的に売場別にグルーピングを決定
しております。なお、賃貸用資産や遊休資産については
個別の物件毎に、のれんについてはブランドグループ毎

にグルーピングしております。 
 営業活動から生じる損益が継続してマイナスである
事業用資産を回収可能価額まで減額し、減損損失として

特別損失に計上しております。 
なお、回収可能価額は、正味売却価額により測定し、処
分価額を零と見積もって評価しております。 

※2 減損損失 
 以下の資産グループについて減損損失を計上しまし

た。 

場所 用途 種類 減損損失 
(百万円) 

建物 4 

器具備品 13 

その他 3 
大阪府他 

店舗・売場
用資産 

合計 21 

 

同左 
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(株主資本等変動計算書関係) 

 前事業年度（自 平成18年３月21日 至 平成19年３月20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） 

自己株式     

  普通株式 1,395 431 206 1,620 
 
（注）自己株式の株式数の増加431千株は、単元未満株式の買取31千株及び自己株式の取得400千株によるものであります。

また、自己株式の株式数の減少206千株は、単元未満株式の買増14千株及び新株予約権の権利行使192千株によるもの
です。 

 

 当事業年度（自 平成19年３月21日 至 平成20年３月20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） 

自己株式     

  普通株式 1,620 411 13 2,019 
 
（注）自己株式の株式数の増加411千株は、単元未満株式の買取りによる増加13千株、自己株式の取得による増加398千株で

あります。また、自己株式の株式数の減少13千株は、新株予約権の権利行使によるものです。 
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(リース取引関係) 
 

前事業年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日) 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 
１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

リース物件の所有権が借主に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リース取引 
１ リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額及び期末残高相当額 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

有形固定資産    

(機械装置) 52 38 13 

(器具備品) 71 41 30 

無形固定資産 
その他 

   

(ソフトウェア) 4 2 2 

合計 128 82 45 
 

 
取得価額 
相当額 
(百万円) 

減価償却 
累計額 
相当額 
(百万円) 

期末残高 
相当額 
(百万円) 

有形固定資産    

(機械装置) 21 11 9 

(器具備品) 64 50 14 

無形固定資産 
その他 

   

(ソフトウェア) 4 3 1 

合計 90 65 25 
 

   なお、取得価額相当額は、未経過リース料期末残
高の有形固定資産の期末残高等に占める割合が低

いため、「支払利子込み法」により算定しておりま
す。 

 
同左 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 20百万円
１年超 25百万円

 計 45百万円
 

２ 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 14百万円
１年超 11百万円

 計 25百万円
 

   なお、未経過リース料期末残高相当額は、未経過

リース料期末残高の有形固定資産の期末残高等に
占める割合が低いため、「支払利子込み法」により
算出しております。 

 

同左 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 
支払リース料 31百万円
減価償却費相当額 31百万円

 

３ 支払リース料及び減価償却費相当額 
支払リース料 20百万円
減価償却費相当額 20百万円

 
４ 減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする
定額法によっております。 

４ 減価償却費相当額の算定方法 

 
同左 
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(有価証券関係) 

前事業年度および当事業年度のいずれにおいても子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものはあり

ません。 

 

(税効果会計関係) 
 

前事業年度 
(平成19年３月20日) 

当事業年度 
(平成20年３月20日) 

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内
訳 

 (繰延税金資産) 
棚卸資産 58百万円
返品調整引当金 148百万円

投資有価証券 10百万円
会員権 68百万円
退職給付引当金 30百万円

その他 69百万円

繰延税金資産小計 385百万円
評価性引当額 △78百万円

繰延税金資産合計 306百万円
 (繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 △170百万円

繰延税金負債合計 △170百万円

繰延税金資産の純額 135百万円
   

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内
訳 

 (繰延税金資産) 
棚卸資産 70百万円
返品調整引当金 144百万円

投資有価証券 63百万円
会員権 68百万円
役員退職慰労引当金 73百万円

その他 84百万円

繰延税金資産小計 504百万円
評価性引当額 △89百万円

繰延税金資産合計 415百万円
 (繰延税金負債) 

その他有価証券評価差額金 △24百万円
その他 △3百万円

繰延税金負債合計 △27百万円

繰延税金資産の純額 388百万円
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(１株当たり情報) 
 

前事業年度 
(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日) 

１株当たり純資産額 405.64円
 

１株当たり純資産額 388.45円
 

１株当たり当期純利益 5.42円
 

１株当たり当期純損失 3.82円
 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益 5.36円
 

潜在株式調整後１株当たり純利益につきましては、当期
純損失が計上されているため記載しておりません 
 

  (注)１.１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度末 

(平成19年３月20日) 
当事業年度末 

(平成20年３月20日) 

純資産の部の合計額(百万円) 10,566 9,964 

純資産の部の合計額から控除する金額
(百万円) 

― ― 

普通株式に係る純資産額(百万円) 10,566 9,964 

１株当たり純資産額の算定に用いられ
た普通株式の数(千株) 

26,050 25,651 

 

  (注)２.１株当たり当期純利益及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

 
前事業年度 

(自 平成18年３月21日 
至 平成19年３月20日) 

当事業年度 
(自 平成19年３月21日 
至 平成20年３月20日) 

１株当たり当期純利益金額   

 当期純利益(百万円) 142 △98 

 普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ― 

 普通株式に係る当期純利益(百万円) 142 △98 

 期中平均株式数(千株) 26,236 25,860 

   
潜在株式調整後１株当たり当期純利益
金額 

  

 当期純利益調整額(千円) ― ― 

 普通株式増加数(千株) 266 ― 

 (うち新株予約権)(千株) (266) ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式
調整後１株当たり当期純利益の算定に
含めなかった潜在株式の概要 

― ― 

 

(重要な後発事象) 

該当事項はありません。 
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６．その他 
 

 (1) 役員の異動 

  ①代表取締役の異動 

   該当事項はありません。 

  ②その他の役員の異動 

   ・退任予定監査役（平成 20年６月 18日付予定） 

    （非常勤）監査役  近藤智雄 

    ※ 監査役 近藤智雄は会社法第２条第 16 号に定める社外監査役であります。 

 

 (2) その他 

   該当事項はありません。 

 


