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1.  平成21年3月期第1四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第1四半期 14,420 ― △580 ― △551 ― △177 ―

20年3月期第1四半期 15,187 1.7 △1,090 ― △899 ― △414 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第1四半期 7.93 ―

20年3月期第1四半期 18.56 ―

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

21年3月期第1四半期 26,496 2,584 0.9 10.74
20年3月期 28,277 2,799 1.2 15.67

（参考） 自己資本   21年3月期第1四半期  198百万円 20年3月期  375百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

20年3月期 ― ― ― 0.00 0.00
21年3月期 ― ――― ――― ――― ―――

21年3月期（予想） ――― ― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

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

第2四半期連結累計期間 30,357 3.7 △181 ― △413 ― 118 ― 5.27
通期 51,185 △20.7 119 ― 252 ― 323 ― 14.44

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  

(注)詳細は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  

(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(3) 四半期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（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

(注)詳細は、４ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧下さい。  

(4) 発行済株式数（普通株式） 

１．平成20年５月23日発表の連結業績予想を修正しておりません。上記予想は、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、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【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関
する定性的情報」をご覧下さい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用 指針第
14号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

新規 ― 社 （社名 ） 除外 3 社 （社名
株式会社錦、ロイヤル・コスモ株式会社、株式
会社寛斎スーパスタジオ

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第1四半期  22,388,858株 20年3月期  22,388,858株

② 期末自己株式数 21年3月期第1四半期  16,158株 20年3月期  16,158株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第1四半期  22,372,700株 20年3月期第1四半期  22,337,791株

-1-



定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当連結第1四半期におけるわが国経済は、サブプライムローン問題を背景とする米国景気の減速、原油価格の高騰が

続き、景気は足踏み状態となりました。個人消費も諸物価の上昇により、消費マインドは冷え込み、当社グループが

属する業界は厳しい状況で推移いたしました。　

　このような状況のもと、当社グループは、前連結会計年度の決算において多額の損失を計上したことを踏まえ、安

定的・継続的に利益を計上できる企業体へと脱皮すべく、「グループ再建計画」に基づき抜本的な構造改革に取組ん

でおります。具体的な対策として、和装事業、訪問販売事業、金融事業及び堀田丸正グループを「コア事業」と定義

し、資産・人材等の経営資源を集約しております。また、「コア事業」以外の「ノンコア事業」については、撤退・

規模縮小・資本関係見直し等を通じ当社連結決算への影響を縮小するとともに、短期的な財務体質の改善を図ってお

ります。なお、平成20年6月1日付けで当社完全子会社である株式会社ヤマノリテーリングスが、同じく当社完全子会

社である株式会社錦及びロイヤル・コスモ株式会社の２社を吸収合併いたしました。また、同日付けにて、当社子会

社の四菱株式会社の一部事業を当社子会社の堀田丸正株式会社に譲渡し、当社子会社の株式会社エマイユの一部事業

を当社子会社の株式会社ヤマノジュエリーシステムズに譲渡いたしました。更に、平成20年6月30日付けで当社子会社

である株式会社寛斎デザイン研究所の商標権等及び同社子会社である株式会社寛斎スーパースタジオの株式全てを株

式会社寛斉アソシエイツに譲渡いたしました。

　しかしながら、「コア事業」と定義した和装事業においては、店舗にて着付け教室を展開する等の施策を実施しま

したが、業界に対する不信感を払拭できず、依然として厳しい状況でありました。また、訪問販売事業についても、

マーケット縮小に加え「過量販売問題」の影響が長期化しており、厳しい経営環境となりました。

　その結果、売上高は144億20百万円、営業損失は5億80百万円、経常損失5億51百万円、四半期純損失は1億77百万円

となりました。

　(1)「和装事業」

　和装事業につきましては、マーケット縮小やきもの業界に対する不信感を払拭できず、非常に厳しい環境が続きま

した。このような状況の下、小売部門では、平成20年6月1日付けで株式会社ヤマノリテーリングスが株式会社錦及び

ロイヤル・コスモ株式会社の２社を経営資源の効率化と収益力向上を目的として合併しております。一方、店舗にて

季節商品である浴衣を導入したほか、継続的に着付け教室を開催して新規顧客づくりに注力いたしました。卸部門で

は、平成20年6月1日付けで四菱株式会社の顧客基盤を活かすことを目的に同社の一部事業を同業種である堀田丸正株

式会社に譲渡いたしました。一方、採算部門への経営資源集中化を図り、在庫の削減及び効率化促進に努めました。

　この結果、再編・統合による効果が結実してきてはいるものの、前述の通り業界に対する不信感を払拭できず、和

装事業の売上高は、31億43百万円、営業損失は2億42百万円となりました。

　(2)「宝飾事業」

　宝飾事業につきましては、貴金属材料の高騰により、消費の冷え込みが強まっており、このような状況の下、平成

20年6月1日付けで株式会社エマイユの顧客基盤を活かすことを目的に同社の一部事業を株式会社ヤマノジュエリーシ

ステムズに譲渡いたしました。一方、不振が続いている催事を強化したほか、継続的に地金買取を実施いたしました。

また、新商材の提案による新規顧客の開拓にも努めました。

　この結果、宝飾事業の売上高は、30億76百万円、営業損失は25百万円となりました。

　(3)「洋装事業」

　洋装事業につきましたは、消費者の購買意欲低下により、春夏商戦は低調に推移いたしました。このような状況の

下、引き続きプロパー販売の強化を図ると共に母の日セール及びファミリーセールの実施により、在庫圧縮と販売強

化に努めました。更に、丸善ヤマノ株式会社の催事については、会場や会期を変更し、経費圧縮も推し進めました。

　この結果、洋装事業の売上高は、33億89百万円、営業損失は7百万円となりました。

　(4)「寝装事業」

　寝装事業につきましては、ＯＥＭ商材の拡大及び高収益商材の開発に注力したほか、ウレタン商材や新規商品の価

格転嫁に努めました。

　この結果、寝装事業の売上高は、5億71百万円、営業損失は37百万円となりました。
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　(5)「健康関連事業」

　健康関連事業につきましては、大型店舗の売場面積を縮小し、商品管理の徹底や家賃減額による経費圧縮を図ると

ともに、販売体制を時間毎にチェックし、接客率の向上に努めました。また、デベロッパーへの短期的な売場賃借交

渉を実施し、売上高確保にも努めました。

　この結果、健康関連事業の売上高は、18億10百万円、営業損失は1億66百万円となりました。

　(6)「ブランド事業」

　ブランド事業につきましては、江戸東京博物館15周年記念として山本寛斎氏による企画が開催されました。また、

各メディアにおける宣伝効果により、知名度向上及び売上高拡大に繋がりました。更に、ジュエリーブランドのウェ

ブサイトリニューアルを実施し、新規契約獲得に努めました。

　この結果、ブランド事業の売上高は、1億86百万円、営業利益は43百万円となりました。

　(7)「美容事業」

　美容事業につきましては、依然として来店周期が長期化しており、来客数向上の為に折込チラシ、ダイレクトメー

ルの配布及び個別訪問等を実施いたしました。更に、株式会社ビューティ多賀志と株式会社ビューティプラザの合併

効果によるオペレーションコストの削減に繋がりました。

　この結果、美容事業の売上高は、16億27百万円、営業損失は4百万円となりました。

　(8)「その他事業」

　その他事業につきましては、主に金融事業であります。既存カード会員の稼動促進による収益拡大を図り、提携カー

ド会員を利用した各グループ会社とのコラボレーションの実施に努めました。

　この結果その他事業の売上高は、6億16百万円、営業損失は91百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

  当四半期における総資産は、264億96百万円となり、前連結会計年度末比17億81百万円の減少となりました。その主

な要因は、商標権売却等による無形固定資産の減少額3億28百万円、受取手形及び売掛金3億24百万円減少によるもの

であります。

　なお、純資産25億84百万円となり、自己資本比率は0.9％となりました。

　（キャッシュ・フローの状況）

　当第1四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利益

が3億5百万円となり、無形固定資産の売却による収入、子会社株式の売却による収入等があったものの、短期借入金

及び長期借入金の返済による支出等により前連結会計年度に比べ7億19百万円減少し29億71百万円となりました。

 「営業活動によるキャッシュ・フロー」は10億68百万円の支出となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利

益3億5百万円対し、前受金の減少額5億2百万円、たな卸資産の増加額3億17百万円、仕入債務の減少額1億97百万円に

よるものであります。

　「投資活動によるキャッシュ・フロー」は11億24百万円の収入となりました。これは主に、無形固定資産の売却に

よる収入7億85百万円、子会社株式の売却による収入3億55百万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」は7億82百万円の支出となりました。これは主に、短期借入金の返済による

支出3億46百万円、長期借入金の返済による支出3億57百万円によるものであります。

３．連結業績予想に関する定性的情報

　当社グループの売上高及び利益の構成比は、第2四半期及び第4四半期に大型催事を開催するため比重が大きくなっ

ております。当連結第1四半期の業績は概ね当初予想どおりに推移しており、公表数値必達に向け「グループ再建計

画」を着実に実行してまいります。現時点におきましては、平成20年4月23日付「平成20年３月期決算短信」において

公表いたしました平成21年３月期の連結業績予想から変更ございません。

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）

　(株式譲渡による減少　１社)

　　 株式会社寛斎スーパースタジオ

　(合併による減少　　　２社)

　   株式会社　錦 、ロイヤル・コスモ株式会社
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（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①　一般債権の貸倒見積高の算定方法

　　当第１四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

れるため、前連結会計年度末の貸倒実績率を使用して貸倒見積高を算定しております。

②　棚卸資産の評価方法　

　　当第１四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実施棚卸を省略し、前連結会計年度末の実地棚卸

高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

③　繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

　　繰延税金資産の回収可能性の判断に関しては、前連結会計年度末以降経営環境等及び一時差異等の発生状況

に著しい変化がないと認められるので、前連結会計年度において使用した将来の業績予測やタックス・プラン

ニングを利用する方法によっております。

（３）四半期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

①　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に

関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

②　「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を当第1四半期連結会計期

間から適用し、評価基準については、個別法に基づく原価法（収益性の低下に基づく簿価切下げの方法）によ

り算定しております。

　なお、これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純利益へは軽微であります。

③　当第１四半期連結会計期間より、「連結財務諸表作成における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」

（実務対応報告第18号　平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要な修正を行っております。

　なお、これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純利益への影響はありません。

④　所有権移転外ファイナンス・リース取引については、従来、賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっ

ておりましたが、「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議

会第一部会）、平成19年３月30日改正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適

用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））が平

成20年４月１日以後開始する連結会計年度に係る四半期連結財務諸表から適用することができることになった

ことに伴い、当第１四半期連結会計期間からこれらの会計基準等を適用し、通常の売買取引に係る会計処理に

よっております。また、所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産の減価償却の方法について

は、リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純利益は軽微であります。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,987,059 4,753,745

受取手形及び売掛金 5,979,174 6,303,527

商品 5,645,642 5,465,423

製品 1,096,352 964,424

原材料 186,233 170,239

仕掛品 70,494 79,625

貯蔵品 96,365 103,791

繰延税金資産 28,272 159,727

その他 2,163,906 2,586,621

貸倒引当金 △1,631,903 △1,646,709

流動資産合計 17,621,597 18,940,415

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,849,275 2,871,053

減価償却累計額 △1,723,439 △1,676,765

建物及び構築物（純額） 1,125,835 1,194,287

機械装置及び運搬具 63,138 62,378

減価償却累計額 △54,679 △53,181

機械装置及び運搬具（純額） 8,458 9,196

工具、器具及び備品 1,259,909 1,301,160

減価償却累計額 △1,049,580 △1,072,938

工具、器具及び備品（純額） 210,328 228,221

土地 1,269,369 1,269,369

リース資産（純額） 23,526 －

有形固定資産合計 2,637,518 2,701,075

無形固定資産   

のれん 973,494 1,116,798

その他 229,487 414,753

無形固定資産合計 1,202,981 1,531,552

投資その他の資産   

投資有価証券 454,229 468,571

長期貸付金 544,157 554,221

敷金及び保証金 3,787,097 3,831,844

繰延税金資産 288,220 295,060

その他 1,440,903 1,515,362

貸倒引当金 △1,480,028 △1,560,185

投資その他の資産合計 5,034,579 5,104,874

固定資産合計 8,875,079 9,337,502

資産合計 26,496,676 28,277,917



（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,995,544 7,195,613

短期借入金 4,275,346 4,622,068

1年内返済予定の長期借入金 1,502,204 1,571,854

1年内償還予定の社債 1,586,000 1,586,000

未払金 1,541,734 1,459,056

前受金 2,191,519 2,693,591

未払法人税等 461,550 402,159

賞与引当金 307,153 208,426

返品調整引当金 109,841 96,771

ポイント引当金 23,070 38,922

株主優待引当金 4,500 4,500

その他 1,786,695 1,799,706

流動負債合計 20,785,160 21,678,672

固定負債   

社債 350,000 403,750

長期借入金 905,199 1,193,036

長期未払金 612,801 650,205

繰延税金負債 5,587 3,523

退職給付引当金 446,319 564,995

役員退職慰労引当金 77,446 164,303

負ののれん 340,106 388,861

長期リース資産減損勘定 233,312 281,877

その他 155,771 148,905

固定負債合計 3,126,543 3,799,458

負債合計 23,911,704 25,478,131

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,225,855 1,225,855

資本剰余金 1,652,124 1,652,124

利益剰余金 △2,676,677 △2,499,204

自己株式 △3,016 △3,016

株主資本合計 198,287 375,760

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 51,211 △3,756

繰延ヘッジ損益 77 △5,529

為替換算調整勘定 △9,258 △15,960

評価・換算差額等合計 42,030 △25,247

少数株主持分 2,344,654 2,449,272

純資産合計 2,584,972 2,799,786

負債純資産合計 26,496,676 28,277,917



（２）四半期連結損益計算書 
（第１四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

売上高 14,420,402

売上原価 7,795,526

売上総利益 6,624,875

販売費及び一般管理費 7,205,019

営業損失（△） △580,143

営業外収益  

受取利息 8,412

協賛金収入 41,233

負ののれん償却額 46,043

その他 37,727

営業外収益合計 133,416

営業外費用  

支払利息 73,285

手形売却損 2,735

その他 28,768

営業外費用合計 104,789

経常損失（△） △551,516

特別利益  

固定資産売却益 560,520

投資有価証券売却益 2,855

貸倒引当金戻入額 88,862

関係会社株式売却益 161,499

役員退職慰労引当金戻入額 34,089

その他 44,080

特別利益合計 891,907

特別損失  

固定資産除却損 2,886

投資有価証券売却損 1,489

減損損失 7,388

店舗閉鎖損失 4,786

事業再編損 13,860

その他 4,069

特別損失合計 34,481

税金等調整前四半期純利益 305,908

法人税、住民税及び事業税 440,407

法人税等調整額 13,461

少数株主利益 29,512

四半期純損失（△） △177,472



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 305,908

減価償却費 93,267

減損損失 7,388

のれん償却額 143,119

負ののれん償却額 △46,043

退職給付引当金の増減額（△は減少） △118,678

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △86,856

返品調整引当金の増減額（△は減少） 13,069

賞与引当金の増減額（△は減少） 94,527

ポイント引当金の増減額（△は減少） △15,852

貸倒引当金の増減額（△は減少） △64,353

受取利息及び受取配当金 △8,412

支払利息 73,285

手形売却損 2,735

有形固定資産除却損 2,690

有形固定資産売却損益（△は益） △29

無形固定資産売却損益（△は益） △560,490

投資有価証券売却損益（△は益） △2,855

関係会社株式売却損益（△は益） △161,499

売上債権の増減額（△は増加） 320,586

たな卸資産の増減額（△は増加） △317,878

仕入債務の増減額（△は減少） △197,084

前受金の増減額（△は減少） △502,071

その他 273,066

小計 △752,459

利息及び配当金の受取額 8,312

利息の支払額 △81,648

手形売却損による支払額 △2,735

法人税等の支払額 △239,695

営業活動によるキャッシュ・フロー △1,068,226



（単位：千円）

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
至 平成20年６月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △72,091

有形固定資産の売却による収入 129

無形固定資産の取得による支出 △81,113

無形固定資産の売却による収入 785,950

投資有価証券の取得による支出 △2,341

投資有価証券の売却による収入 50,158

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

355,454

貸付けによる支出 △13,463

貸付金の回収による収入 30,669

敷金及び保証金の差入による支出 △37,813

差入保証金の回収による収入 62,108

定期預金の増減額（△は増加） 47,000

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,124,648

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △346,722

長期借入金の返済による支出 △357,486

社債の償還による支出 △53,750

長期未払金の増減額（△は減少） △16

少数株主への配当金の支払額 △24,524

財務活動によるキャッシュ・フロー △782,499

現金及び現金同等物に係る換算差額 6,391

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △719,686

現金及び現金同等物の期首残高 3,690,989

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,971,302



　当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」（企業会計基準第12号）及び「四半期財務諸表に関する

会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第14号）を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　当社グループは、前連結会計年度において、1,679百万

円の営業損失及び1,481百万円の営業キャッシュ・フロー

のマイナスを計上し、当第1四半期連結会計期間において

は、580百万円の営業損失及び1,068百万円の営業キャッ

シュ・フローのマイナスを計上しております。 

  その結果、当該状況から、銀行借入の財務制限条項に

抵触する事実が発生しており、また、一部の短期借入金

について条件折衝のため、返済期日が経過していること

から、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在してお

ります。

　四半期連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況

を解消すべく、平成20年5月23日付公表の「株式会社ヤマ

ノホールディングス　グループ再建計画」を外部の経営

コンサルティング会社の支援を仰ぎつつ、全社を挙げて

段階的に実行しております。

１．具体的な対策

  (1)「コア事業」への経営資源の集約化

①和装事業、訪問販売事業、金融事業及び連結子会

社の堀田丸正グループを「コア事業」と定義し、

資産・人材等の経営資源を集約する。  

②「コア事業」以外の「ノンコア事業」については、

撤退・規模縮小・資本関係見直し等を通じ当社連

結決算への影響を縮小するとともに、短期的な財

務体質の改善を図る。

　　なお、これに関連した当第１四半期連結会計期

間においての事業再編は以下のとおりでありま

す。  

・平成20年6月24日付にて「当社連結子会社による事

業の一部譲渡及び子会社の異動に係る基本合意書

の締結に関するお知らせ」の詳細確定及び特別利

益の発生に関するお知らせにて公表したように、

平成20年６月30日付で株式会社寛斎デザイン研究

所が保有する商標権及び株式会社寛斎スーパース

タジオの全株式を株式会社寛斉アソシエイツへ譲

渡いたしました。　  

・平成20年７月18日開催の当社取締役会において、

連結子会社である株式会社エックスワンの株式全

てを扶桑化学工業株式会社に譲渡する旨を決議し、

株式等譲渡契約書を締結いたしました。

　(2)「コア事業」の収益力改善  

①和装事業における不採算店舗退店計画の加速化

・スクラップ&ビルドの推進によりコスト削減等によ

る店舗採算性の改善
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当第１四半期連結会計期間
（自　平成20年４月１日
至　平成20年６月30日）

　　これに関連して当第１四半期連結会計期間にお

いて9店舗を閉鎖しております。

②　訪問販売事業における営業拠点の統合

・不採算拠点を閉鎖・統合し横断的な拠点へ集約

　　これに関連して当第１四半期連結会計期間にお

いて22事業拠点を閉鎖しております。

　  ③　子会社の再編・統合

　　子会社の再編・統合を通じ従来の顧客基盤等を

より効率的に維持拡大する方法を検討する。具体

的には、事業譲渡及び合併により重複した管理部

門・経営資源の統合を図り業務効率化を目指す。

　　なお、これに関連した現時点の再編・統合は以

下のとおりであります。

・平成20年3月26日付「グループ事業再編に伴う連

結子会社の合併に関するお知らせ」にて公表した

ように平成20年6月1日を合併期日とし株式会社ヤ

マノリテーリングスが株式会社錦及びロイヤル・

コスモ株式会社の2社を吸収合併いたしました。

・平成20年5月26日付「当社子会社における事業の

一部譲渡に係る基本合意書締結に関するお知らせ」

の一部追加のお知らせにて公表したように平成20

年6月１日付で当社子会社の四菱株式会社の一部事

業を、当社子会社の堀田丸正株式会社に譲渡及び

当社子会社の株式会社エマイユの一部事業を、当

社子会社の株式会社ヤマノジュエリーシステムズ

に譲渡いたしました。

④　経営コストの低減に向けた構造改革

・適正人員数の見直しによる人件費の圧縮

・賃料の見直し、変更など店舗経費の圧縮

・資産の売却による有利子負債の圧縮

　　これに関しては、現在、経営コストの低減に向

けた構造改革中であります。

　また、財務面におきましては、当社は当第１四半期連

結会計期間以降においても金融機関等からの融資が継続

されていること、事業再編(企業売却)を通じ着実にニユー

マネーの創出を図っていること、更に現在も追加的動き

を積極的に展開しており当面の資金繰りに関して支障が

ないものと考えております。 なお、当第１四半期連結会

計期間末において、返済期日が経過している一部の短期

借入金について、平成20年8月13日現在金融機関との間で

期限延長の手続中でありますが、当社といたしましては、

延長手続きが完了できるものと確信しております。。

　また、再建計画に基づき、グループ会社の業務を機能

別にグルーピングしなから、統合、整理、清算等を実施

していく予定であります。

　四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、上記のような重要な疑義の影響を四半期連結財

務諸表には反映しておりません。
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（５）セグメント情報

ａ．事業の種類別セグメント情報

当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６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 3,143,692 3,076,175 3,389,144 571,198 1,810,653 186,174

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
15,891 7,614 3,214 － 1,407 17,100

計 3,159,583 3,083,789 3,392,359 571,198 1,812,061 203,275

営業利益又は営業損失（△） △242,427 △25,726 △7,352 △37,525 △166,786 43,001

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 1,627,344 616,018 14,420,402 － 14,420,402

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
－ 17,419 62,647 (62,647) －

計 1,627,344 633,437 14,483,050 (62,647) 14,420,402

営業利益又は営業損失（△） △4,565 △91,263 △532,646 (47,497) △580,143

　　（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、ハンドバック等

洋装事業  スーツ、毛皮コート、ベビー・子供用品、ブラウス等

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、その他商品等

ｂ．所在地別セグメント情報

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　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

　当第１四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年６月30日）

　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。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。

－ 3 －



「参考資料」

前四半期に係る財務諸表等

（１）（要約）四半期連結損益計算書

科目

前年同四半期
（平成20年３月期

第1四半期）

金額（千円）

Ⅰ　売上高 15,187,815

Ⅱ　売上原価 8,489,002

売上総利益 6,698,813

Ⅲ　販売費及び一般管理費 7,789,688

営業損失(△) △1,090,875

Ⅳ　営業外収益 305,641

Ⅴ　営業外費用 114,216

経常損失(△) △899,449

Ⅵ　特別利益 1,195,347

Ⅶ　特別損失 60,410

税金等調整前当期純利益 235,487

法人税、住民税及び事業税 67,225

法人税等調整額 17,641

少数株主利益 565,152

四半期純損失(△) △414,532

－ 4 －
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