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1. 20年８月中間期の連結業績（平成20年３月１日～平成20年８月31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 ％

20年８月中間期 6,410 6.2 510 12.3 531 10.3 264 11.1 

19年８月中間期 6,034 31.8 455 203.9 481 170.7 238 243.0 

20年２月期 14,559 ― 1,804 ― 1,842 ― 986 ― 

 

 
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

20年８月中間期 38 87 38 87 

19年８月中間期 35 69 35 43 

20年２月期 146 42 145 49 
 
(参考) 持分法投資損益 20年８月中間期 ― 百万円 19年８月中間期 ― 百万円 20年２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８月中間期 6,946 4,288 61.7 629 61 

19年８月中間期 6,206 3,407 54.9 507 29 

20年２月期 7,420 4,243 57.2 622 95 
 
(参考) 自己資本 20年８月中間期 4,288百万円 19年８月中間期 3,407百万円 20年２月期 4,243百万円

 

(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８月中間期 △115 △28 △462 1,587 

19年８月中間期 △27 △96 △204 1,152 

20年２月期 1,333 △261 △351 2,198 

 

2. 配当の状況 

 １株当たり配当金 

(基準日) 中間期末 期末 年間 
 円 銭 円 銭 円 銭

20年２月期 ― ― 30 00 30 00

21年２月期(実績) ― ― ――― 

21年２月期(予想) ――― 30 00 30 00

 

3. 21年２月期の連結業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28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 15,284 5.0 1,942 7.6 1,981 7.5 1,048 6.3 153 84 
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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 

 

(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  無 
② ①以外の変更         無 
〔(注) 詳細は、22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」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) 

20年８月中間期 6,813,880株 19年８月中間期 6,718,880株 20年２月期 6,813,880株

 ② 期末自己株式数 20年８月中間期 1,735株 19年８月中間期 1,735株 20年２月期 1,735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、37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８月中間期の個別業績（平成20年３月１日～平成20年８月31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 ％

20年８月中間期 6,160 5.9 469 4.2 525 7.2 270 △2.3 

19年８月中間期 5,818 32.4 450 172.9 490 139.9 276 238.3 

20年２月期 13,971 ― 1,623 ― 1,704 ― 931 ― 

 

 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

 円 銭 

20年８月中間期 39 69 

19年８月中間期 41 44 

20年２月期 138 31 

 

(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８月中間期 5,934 3,886 65.5 570 52 

19年８月中間期 5,094 3,060 60.1 455 58 

20年２月期 6,198 3,819 61.6 560 74 
 
(参考) 自己資本 20年８月中間期 3,886百万円 19年８月中間期 3,060百万円 20年２月期 3,819百万円

 

2. 21年２月期の個別業績予想（平成20年３月１日～平成21年２月28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 14,670 5.0 1,738 7.1 1,844 8.2 956 2.6 140 34 

 
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

 上記の予想は、本資料の発表日現在において入手可能な情報及び将来の業績に与える不確定要因
に対する仮定を前提として作成したものであります。実際の業績等は、今後様々な要因によって、
予想と大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想の前提条件等、業績予想に関する事項
については、添付資料の３～５ページ「１ 経営成績 (1)経営成績に関する分析」を参照して下さい。 
 なお、平成20年10月６日公表の「業績予想の修正に関するお知らせ」において、平成20年４月11
日の決算発表時に公表した平成21年２月期の連結及び個別業績予想を修正致しておりますので、合
わせてご参照下さい。 
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①当中間連結会計期間の経営成績 

当中間連結会計期間の靴下業界におきましては、中国を始めとする海外からの輸入伸長率は、徐々

にその勢いを弱めてきておりますが、国内生産の減少傾向にも歯止めがかからず、国内向け供給に占

める輸入浸透率は年々上昇しております。春夏シーズンの国内販売状況におきましては、主力となる

リーディング・アイテムが不在の状況となりましたが、過去２年間において市場を牽引してきたオー

バーニーやレギンス等のアイテムは定番化してきており、レッグウエアがファッションアクセントと

して市場に定着し、認知される存在となってきました。また、これまでの足元ファッションの流れを

受け、トレンドの分散化傾向が見られる中で、付加価値の高い商品に注目が集まっており、各社が独

自の強みを発揮し得る環境が整ってきたシーズンとなりました。 

このような状況の中で当グループは、店頭から生産現場までを結んだ情報システム網を活用し、製

販を一体化した自己完結型の国内生産体制の強みを存分に発揮してきた事により、目まぐるしく変化

する顧客ニーズに対して、機敏に柔軟に対応することが可能となりました。また、一昨年前から進め

て参りました靴下屋直営店の改革が功を奏し、店舗スタッフのモチベーションのアップ、市場ニーズ

に対する商品対応力のアップに繋がり、売上高は好調に推移致しました。 

当中間連結会計期間の出店状況におきましては、フランチャイズチェーン店４店舗、直営店５店舗

の新規出店と、フランチャイズチェーン店３店舗、直営店６店舗の退店により、当中間連結会計期間

末における店舗数は、フランチャイズチェーン店138店舗（メンバーズショップ１店舗を含む）、直

営店145店舗（タビオ・ヨーロッパの６店舗を含む）、合計283店舗となりました。 

連結子会社におきましては、Ｔａｂｉｏ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下、「タビオ・ヨー

ロッパ」という）が、直営店『タビオ』の売上拡大及び利益改善に尽力して参りました。また、タビ

オ奈良株式会社では、商品の入出庫業務の改善等、店頭への商品供給力強化に向けた取組みを行って

参りました。また、イギリスに続いて今後の欧州でのタビオブランドの確立と市場開拓を目指し、平

成20年６月９日に当社出資100％の子会社Ｔａｂｉｏ Ｆｒａｎｃｅ S.A.R.L.（以下、「タビオ・

フランス」という）を、ファッション業界の中心地であるパリ市内に設立致しました。 

利益面におきましては、売上高が順調に推移したことから、前年下半期に出店が集中した直営店の

コスト増を吸収する事ができ、前年を上回る利益を確保する事ができました。 

以上の結果、当中間連結会計期間の売上高は、6,410百万円（前年同期比6.2％増）、営業利益は

510百万円（前年同期比12.3％増）、経常利益は531百万円（前年同期比10.3％増）、当期純利益は

264百万円（前年同期比11.1％増）となりました。 

  

事業部門別の業績は、次の通りであります。 

  

ａ．靴下屋関連部門 

「靴下屋関連部門」では、プロパー商品を中心に取扱う『靴下屋スタンダード』、トレンドに敏感

な若者を重視した商品を取扱う『靴下屋デイリーソクサー』、全客層をターゲットにフルサービスを

目指す『靴下屋グランデ』と、バンドル物商品を中心に取扱う『マイティソクサー』の各業態の棲み

分けを明確にするためのブランド構築に努めて参りました。 

上半期における業況では、一昨年前から直営店の運営主体を店頭主導の考え方にシフトし、「働き

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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やすい店舗作り」「商品構成」「商品打ち出し方法」の裁量権を店頭に委譲すると共に、本部と店

頭との信頼関係を強固にしていく事により、移り変わっていくトレンドの傾向をタイムリーに吸い上

げる事が可能となり、お客様のニーズにお応えすることができました。また、職場環境（教育制度、

雇用条件等）の改善と充実により、店舗スタッフのモチベーションが高まり、店舗活性化に繋げる事

ができました。 

これらの結果、「靴下屋関連部門」の売上高は、5,282百万円（前年同期比7.5％増）となりまし

た。なお、フランチャイズチェーン店４店舗、直営店４店舗の新規出店とフランチャイズチェーン店

３店舗、直営店５店舗の退店により、当中間連結会計期間末における『靴下屋』全業態の店舗数は、

フランチャイズチェーン店138店舗（メンバーズショップ１店舗を含む）、直営店80店舗、合計218店

舗となりました。 

  

ｂ．ショセット関連部門 

「ショセット関連部門」では、百貨店を中心に出店し、20代の女性をターゲットに高品質・高感覚

の商品を展開する『ショセット』と、紳士ビジネス靴下を中心に上質で品格の高い商品の提案を行う

紳士靴下専門店『タビオ・オム』、カジュアル紳士靴下を中心に取扱う『タビオ・ガレージ』の３業

態を軸として、百貨店等における婦人靴下と紳士靴下の業態区分を明確にした政策を行って参りまし

た。 

上半期においては、ガソリン価格の高騰、生活必需品の値上がり等による個人消費の減退要因が重

なり、百貨店自体の売上水準が減少傾向にあったこと等により、売上高は前年を下回ることとなりま

した。 

この結果、「ショセット関連部門」の売上高は、877百万円（前年同期比3.2％減）となりました。

なお、直営店１店舗の新規出店と直営店１店舗の退店により、当中間連結会計期間末における『ショ

セット』の店舗数は、直営店59店舗となりました。 

  

ｃ．その他の部門 

「海外関連部門」では、イギリスの販売子会社タビオ・ヨーロッパが、イギリスにおける靴下及び

パンスト・タイツの販売を行って参りました。同社では、商品供給体制、商品管理体制の強化を図る

ことによって、経営基盤の強化に努めて参りました。また、ロンドンにおいて靴下専門店『タビオ』

の直営店を６店舗展開しております。フランスの販売子会社タビオ・フランスについては、出店準備

段階であり、当中間期における営業活動は行っておりません。 

「靴下製造機械関連部門」では、靴下製造工程の省力化・合理化のための研究・開発を行って参り

ました。 

この結果、「その他の部門」の売上高は、249百万円（前年同期比15.9％増）となりました。 

  

②当グループの業績における季節的変動 

当グループの売上高は、取扱い商品が防寒という機能を持つ靴下のため、上半期に比べ下半期に販

売される割合が大きくなっております。従いまして連結会計年度の上半期の売上高と下半期の売上高

との間には著しい相違があり、上半期と下半期の業績に季節的変動があります。 
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③当期の見通し 

今春夏物商戦の靴下市場におきましては、過去２年間において市場を牽引してきたオーバーニーや

レギンス等の主力アイテムは定番化してきており、レッグウエアが女性の足元を彩るアイテムとして

市場に定着して参りました。秋冬物商戦では昨年に引き続きタイツに注目が集まっており、新聞・雑

誌等で取り上げられる等、各社商品提案に重点を置いております。 

このような状況の中で当グループは、これまでの直営店の改革の効果をさらに高める為、店頭主導

の商品提案を重視すると共に、販売スタッフを始め本部の社員に至るまで社員教育を充実させること

によって社内のモチベーションを高めて参ります。また、既存店活性化に重点を置くことによって経

営基盤の強化を図り、安定した収益を確保できる体制を構築して参ります。さらに、直営店で行って

きたリニューアル、販売員教育等の改善内容を、全国の店舗にも共有していくことにより、既存店舗

の底上げを図り、ブランドイメージの向上と浸透に注力して、企業価値を高めて参ります。 

以上の政策を推し進めて行くことにより、通期の業績予想につきましては、売上高15,284百万円

（前年同期比5.0％増）、営業利益1,942百万円（前年同期比7.6％増）、経常利益1,981百万円（前年

同期比7.5％増）、当期純利益1,048百万円（前年同期比6.3％増）を予定しております。 

  

①資産、負債及び純資産の状況 

当中間連結会計期間における総資産は、たな卸資産が220百万円増加しましたが、現金及び預金が610

百万円減少したこと等により、前連結会計年度末と比べて474百万円減少し、6,946百万円となりまし

た。 

負債については、支払手形及び買掛金が126百万円増加しましたが、未払法人税等で315百万円、長期

借入金で137百万円、１年内返済予定長期借入金で98百万円減少したこと等により、前連結会計年度末

と比べて519百万円減少し、2,657百万円となりました。 

純資産については、利益剰余金の増加等により、前連結会計年度末と比べて45百万円増加し、4,288

百万円となりました。その結果、自己資本比率は前連結会計年度末の57.2％から61.7％に増加しまし

た。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当中間連結会計期間における連結ベースでの現金及び現金同等物は、期首に比べ610百万円減少し、

当中間連結会計期間末には、1,587百万円(前年同期比37.7％増)となりました。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前中間純利益で487百万円、仕入債務の増加額で

127百万円計上しましたが、法人税等の支払額で536百万円、たな卸資産の増加額で222百万円あったこ

と等により、△115百万円（前年同期より87百万円の減少）となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、その他の投資活動の回収による収入で97百万円計上しました

が、有形固定資産の取得による支出で48百万円、その他の投資活動による支出で64百万円あったこと等

により、△28百万円（前年同期より68百万円の増加）となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、長期借入金の返済で285百万円、配当金の支払額で202百万円

あったこと等により、△462百万円（前年同期より257百万円の減少）となりました。 

  

(2) 財政状態に関する分析
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(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

  

 
  
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 

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 

（中間期については、営業キャッシュ・フローを年額に換算するため２倍しております。） 

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 

  

（注1）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。 

（注2）株式時価総額は、中間期末（期末）株価終値×自己株式控除後の中間期末（期末）発行済株式数

により算出しております。 

（注3）キャッシュ・フローは、営業キャッシュ・フローを利用しています。 

（注4）有利子負債は、連結（中間連結）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。また、利払いについては、連結（中間連結）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。 

（注5）平成18年８月中間期、平成19年８月中間期及び平成20年８月中間期におけるキャッシュ・フロー

対有利子負債比率、インタレスト・カバレッジ・レシオについては、営業活動によるキャッシ

ュ・フローがマイナスであるため、記載しておりません。 

  

利益配分につきましては、業績に対応した配当を行うことを基本としつつも、併せて安定的な配当の

維持継続に留意すると共に、企業体質の一層の強化と今後の積極的な事業展開を勘案して、決定する方

針を採っております。 

また、内部留保資金につきましては、今後の事業展開に向けた財務体質の強化を図りつつ、強固な事

業基盤の構築に向けた戦略的投資を行い、当グループの競争力を向上させることによって、収益力の拡

大を目指し、１株当たり当期純利益額のアップに繋げていく所存であります。 

この基本方針を踏まえ、当期の剰余金の配当につきましては、１株につき30円を予定しております。

  

近の有価証券報告書（平成20年５月29日提出）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。 

  

平成19年２月期 平成20年２月期
平成18年８月

中間期
平成19年８月 

中間期
平成20年８月

中間期

自己資本比率（％） 45.9 57.2 45.6 54.9 61.7

時価ベースの自己資本比率
（％）

135.4 119.1 97.3 201.8 93.7

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率（年）

1.4 0.9 ― ― ―

インタレスト・カバレッジ・
レシオ（倍）

33.1 51.1 ― ― ―

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当

(4) 事業等のリスク

タビオ㈱ （2668） 平成21年２月期中間決算短信

－6－



当中間連結会計期間より当社は、イギリスに続いて今後の欧州でのタビオブランドの確立と市場開拓

を目指し、平成20年６月９日に当社出資100％の子会社「タビオ・フランス」を、ファッション業界の

中心地であるパリ市内に設立致しました。 

  

当グループは、当社、タビオ奈良株式会社（連結子会社）、タビオ・ヨーロッパ（連結子会社）、タ

ビオ・フランス（連結子会社）及びクラシカ株式会社（連結子会社）で構成され、靴下及びパンスト・

タイツの企画販売を主な事業の内容としております。 

当社が靴下及びパンスト・タイツの販売を行うにあたっての、商品の保管及び出庫業務につきまして

は、タビオ奈良株式会社に委託しております。同社では、当社からの指示に基づき、商品の保管、品出

し、梱包及び出荷までの物流業務に係る全ての業務及び商品の研究・検査、品質管理を行っておりま

す。 

  

当グループの事業に係わる位置付け及び事業部門との関連は、次の通りであります。 

「靴下屋関連部門」 

靴下及びパンスト・タイツの販売を『靴下屋』店舗にて行っており、販売形態は『靴下屋』フラン

チャイズチェーン店への卸売及び『靴下屋』直営店での小売を行っております。 

<主な関係会社> 

タビオ奈良株式会社 

  

「ショセット関連部門」 

靴下及びパンスト・タイツの販売を『ショセット』、紳士靴下の販売を『タビオ・オム』『タビ

オ・ガレージ』店舗にて行っており、販売形態は百貨店等への出店を中心とする直営店での小売を行

っております。また一部、百貨店への卸売も行っております。 

<主な関係会社> 

タビオ奈良株式会社 

  

「その他の部門」 

「海外関連部門」では、イギリスの販売子会社タビオ・ヨーロッパが、イギリスで展開している靴

下専門店『タビオ』にて、靴下及びパンスト・タイツの小売を行っております。なお、タビオ・ヨー

ロッパについては、靴下製造協力工場より直接商品仕入を行っておりますが、商品の保管及び出庫業

務に関しては、タビオ奈良株式会社が同工場より受託して行っております。また、フランスの販売子

会社タビオ・フランスについては、出店準備段階であり、当中間期における営業活動は行っておりま

せん。 

「靴下製造機械関連部門」では、海外輸入靴下に対しての競争力をつけると共に、品質の向上と生

産の合理化を図るための各種靴下製造関連機械の研究・開発を行っております。 

なお、「海外関連部門」「靴下製造機械関連部門」については、業績に及ぼす影響が軽微であるた

め、「その他の部門」で一括して記載しております。 

２ 企業集団の状況
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<主な関係会社> 

タビオ奈良株式会社 

Ｔａｂｉｏ Ｅｕｒｏｐｅ Ｌｉｍｉｔｅｄ 

  

事業の系統図は次の通りであります。 
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当グループは、「足に優しい上質の靴下を適正価格でお客様に提供する」という使命を追求するため

に、世界 高の技術力と繊細な感性を持った国内工場を厳選し、その技術力を世界に広め、店頭から靴

下製造協力工場、糸商社、染色工場に至る一気通貫のネットワークシステムに基づいて即時対応力を高

めて参ります。また、素材・商品・販売の研究を行い、世界のトップを走る靴下専業の総合企業を目指

し、プレミアムブランドの確立を目指して参ります。 

  

当グループは、長期計画として婦人、紳士靴下部門における国内販売シェア11％の確立と売上高経常

利益率の11％確保を目標としております。「靴下屋関連部門」「ショセット関連部門」及び「海外関連

部門」における、効果的な出店戦略を進めると共に、商品原価率の改善及び業務の効率化を行うことに

より、経営指標の実現を目指します。 

  

当グループは、靴下業界のＳＣＭ企業として確固たる地位を確立するため、在庫リスクを 小限に抑

えると共に機会損失を無くすべく、店頭、物流から生産現場までの一気通貫の情報網を活用し、お客様

のニーズに機敏に誠実に対応するプロ企業集団の育成に力を注いで参ります。また、『タビオ』の企業

価値を高め、世界的なプレミアムブランドの確立を目指し、国内を始め世界の主要都市に店舗を構えて

いくための基盤作りに尽力して参ります。 

「商品企画・販売」では、お客様のニーズとファッショントレンドの情報を収集し、「不易流行」の

企業姿勢に基づいて、商品の本質と流行のバランス感覚を常に磨き、世界 高峰の技術と言われる日本

の靴下製造技術を駆使して、商品企画・開発に活かして参ります。また、当グループの製販一体化をさ

らに強固なものとしていく為、主要原糸の調達を行い、より店頭に密着した生産体制の構築を実現して

参ります。さらに、店頭情報をリアルタイムに把握することによって、生産現場のスピード化、効率化

を推進するためのウェブＰＯＳ全店導入に向けた取り組みも行って参ります。販売面においては、販売

員教育を充実させて店頭販売員のモチベーションを高め、接客レベルの向上、店頭活性化に向けた取り

組みに尽力して、靴下業界の「良心」を追求する企業集団を確立して参ります。 

「販促企画」では、当グループの認知度を高めるため、各種フェアやキャンペーンの積極的な打ち出

しを行うと共に、各種メディアへの広報活動も織り交ぜて、常に新鮮で魅力のある演出を心掛け、お客

様に楽しんでご来店頂ける店舗密着型の企画を行って参ります。 

「国内店舗展開」では、旗艦店である『靴下屋グランデ』、中心業態の『靴下屋スタンダード』、ト

レンドに敏感な若者を重視した商品を取扱う『靴下屋デイリーソクサー』、バンドル物商品を中心に取

扱う『マイティソクサー』を配し、立地に合わせた商品構成を柔軟に組み合わせて顧客密着型の店舗展

開を行い、「専門店としてあるべき所に店舗がある」とお客様が認識される様な店舗展開を進めて参り

ます。 

百貨店を中心に出店している『ショセット』では、店舗管理・店舗設計・販促企画における専門家集

団を育成し、百貨店等における『ショセット』商品の位置付けを確固たるものとして参ります。また、

紳士ビジネス靴下を取扱う『タビオ・オム』と、カジュアル紳士靴下を中心に取扱う『タビオ・ガレー

ジ』の運営強化と店舗確立に尽力して参ります。さらに紳士靴下業態につきましては、『靴下屋』との

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略
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複合展開に向けた取り組みにも着手しており、レディースとメンズの共存が成り立つ立地での新たな

メンズ商品の展開方法を模索して参ります。 

「海外店舗展開」に関しましては、イギリス ロンドンにおける靴下専門店『タビオ』の商品供給体

制、商品管理体制を強固なものにして経営基盤の確立を図ると共に、フランス パリでの出店戦略を進

めて参ります。さらにロンドン、パリを含めた欧州の各主要都市を始めとする今後の海外展開へ向けて

万全の体制を整えて参ります。 

連結子会社「タビオ奈良株式会社」においては、検査・研究施設の充実化により、靴下の品質管理の

強化を図ると共に、入出庫業務の改善、物流施設の整備・増床を行い、今後の業容拡大に見合った物流

機能の確立を目指して参ります。 

  

靴下業界におきましては、中国を始めとする海外からの輸入伸長率は、徐々にその勢いを弱めてきて

おりますが、国内向け供給に占める輸入浸透率は年々上昇しております。販売面におきましては、足元

ファッションが定着してきた状況の中で、トレンドの分散化傾向が見られており、各社が独自の強みを

発揮しやすい環境が整ってきております。 

このような状況の中で当グループは、機敏にお客様のご要望にお応えし、国内生産の強みを充分に発

揮し続けて行くために、靴下製造協力工場と協力して機械設備の改善を行い、生産体制の合理化を図っ

ていくと共に、各種靴下加工工場の活性化を促し、将来の販売拡大に伴う生産規模の拡張に備えて参り

ます。また、当グループの製販一体化をさらに強固なものとしていく為、主要原糸の調達を行い、より

店頭に密着した生産体制の構築を実現して参ります。さらに、生産・販売拠点が国内に位置する優位性

をさらに高めて行くために、ウェブＰＯＳ導入に向けての試験運用を実施し、店頭情報をリアルタイム

に掴んで、生産の即時対応を図り、在庫リスク・機会損失の削減をより一層推し進めていけるよう取り

組みを強化して参ります。 

一方、販売面においては、国内靴下販売市場の約３割を占めると言われるメンズ靴下市場（当社推

定）へのシェア拡大に向けて、紳士ビジネス靴下が中心の『タビオ・オム』と、カジュアル商品を中心

に展開する『タビオ・ガレージ』の運営強化に取り組んで行くと共に、『靴下屋』との複合展開も視野

に入れて、レディースとメンズの共存が成り立つと見込まれる立地での新たなメンズ商品の展開方法に

ついて研究して参ります。 

ウェブサイトを利用したネット販売においては、世界に向かって当グループの商品をお客様にアピー

ルできるように、お買い求め頂きやすい仕組み作りに取り組み、安心してお買い物を楽しんで頂ける環

境を整備して参ります。 

海外展開においては、将来の国境を越えた多店舗化に向け、ロンドンにおける既存店舗での商品供給

体制、商品管理体制を整備・確立し、経営基盤を盤石なものとして参ります。また、欧州展開を優位に

進めていくためにパリ市内での出店に向けた取組みにも尽力して参ります。 

さらに、顧客満足、株主満足、従業員満足の方途を求めて努力し、お客様に安心と感動と信頼を感じ

て頂ける会社を目指して参ります。 

  

該当事項はありません。 

  

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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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19年８月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成20年２月29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 1,152,991 1,587,343 2,198,062

 ２ 受取手形及び売掛金 728,689 841,333 836,463

 ３ たな卸資産 566,969 768,916 548,379

 ４ その他 224,516 258,458 197,911

   貸倒引当金 △24,392 △27,212 △917

   流動資産合計 2,648,774 42.7 3,428,838 49.4 3,779,900 50.9

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※1,2

  (1) 建物及び構築物 990,999 956,960 970,153

  (2) 土地 1,079,078 1,085,843 1,085,843

  (3) その他 273,441 309,414 366,285

   有形固定資産合計 2,343,519 37.8 2,352,218 33.9 2,422,281 32.7

 ２ 無形固定資産 21,428 0.3 10,074 0.1 10,494 0.1

 ３ 投資その他の資産

  (1) 差入保証金 973,964 992,261 997,954

  (2) その他 219,171 162,730 209,955

   貸倒引当金 △10 △32 △12

   投資その他の資産 
   合計

1,193,125 19.2 1,154,960 16.6 1,207,896 16.3

   固定資産合計 3,558,073 57.3 3,517,253 50.6 3,640,673 49.1

   資産合計 6,206,848 100.0 6,946,091 100.0 7,420,573 100.0
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前中間連結会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末

(平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結貸借対照表 
(平成20年２月29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 480,567 755,303 628,586

 ２ 短期借入金 100,000 14,165 38,011

 ３ １年内返済予定長期 

   借入金
※2 417,663 296,095 394,097

 ４ 未払法人税等 245,129 245,517 560,538

 ５ 賞与引当金 115,973 137,587 93,924

 ６ 役員賞与引当金 ― ― 33,678

 ７ その他 304,379 372,651 451,687

   流動負債合計 1,663,713 26.8 1,821,320 26.2 2,200,524 29.6

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※2 714,879 413,781 551,546

 ２ 退職給付引当金 149,976 147,493 140,520

 ３ その他 270,765 274,513 284,351

   固定負債合計 1,135,620 18.3 835,787 12.1 976,418 13.2

   負債合計 2,799,333 45.1 2,657,107 38.3 3,176,942 42.8

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 361,494 5.8 414,789 6.0 414,789 5.6

 ２ 資本剰余金 39,129 0.6 92,424 1.3 92,424 1.2

 ３ 利益剰余金 2,960,771 47.7 3,768,767 54.2 3,708,318 50.0

 ４ 自己株式 △922 △0.0 △922 △0.0 △922 △0.0

   株主資本合計 3,360,471 54.1 4,275,058 61.5 4,214,609 56.8

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券 
   評価差額金

※3 2,146 0.1 1,268 0.0 669 0.0

 ２ 為替換算調整勘定 44,896 0.7 12,657 0.2 28,352 0.4

   評価・換算差額等 
   合計

47,042 0.8 13,925 0.2 29,021 0.4

   純資産合計 3,407,514 54.9 4,288,983 61.7 4,243,631 57.2

   負債純資産合計 6,206,848 100.0 6,946,091 100.0 7,420,573 100.0
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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19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度の
要約連結損益計算書

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29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 6,034,137 100.0 6,410,131 100.0 14,559,372 100.0

Ⅱ 売上原価 2,762,367 45.8 2,886,436 45.0 6,681,091 45.9

   売上総利益 3,271,770 54.2 3,523,695 55.0 7,878,280 54.1

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 2,816,648 46.7 3,012,743 47.0 6,073,326 41.7

   営業利益 455,122 7.5 510,952 8.0 1,804,954 12.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 679 1,804 4,360

 ２ 受取配当金 616 601 616

 ３ 仕入割引 19,437 20,490 44,456

 ４ 組合賦課金 18,666 ― 18,459

 ５ 受取リース料 6,894 6,894 13,788

 ６ 保険解約返戻金 ― 11,430 ―

 ７ その他 979 47,273 0.8 3,027 44,249 0.7 2,681 84,362 0.6

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 13,407 11,698 25,298

 ２ リース原価 6,399 6,397 12,798

 ３ 為替差損 ― 4,086 ―

 ４ その他 635 20,442 0.3 1,213 23,395 0.4 8,391 46,489 0.3

   経常利益 481,953 8.0 531,805 8.3 1,842,827 12.7

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 108 108 0.0 941 941 0.0 20,908 20,908 0.1

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※2 55,485 10,213 90,071

 ２ リース資産解約損 4,675 316 11,877

 ３ 退店違約金 900 7,975 5,111

 ４ 減損損失 ※3 ― 61,060 1.0 26,749 45,254 0.7 22,286 129,346 0.9

   税金等調整前 
   中間(当期)純利益

421,001 7.0 487,492 7.6 1,734,389 11.9

   法人税、住民税 
   及び事業税

235,172 234,605 780,992

   法人税等調整額 △52,631 182,540 3.0 △11,926 222,679 3.5 △32,610 748,381 5.1

   中間(当期)純利益 238,460 4.0 264,813 4.1 986,008 6.8
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前中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

  

 
  

 
  

(3) 中間連結株主資本等変動計算書

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２月28日残高(千円) 333,444 11,079 2,581,101 △922 2,924,702

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 28,050 28,050 56,100

 剰余金の配当 △133,342 △133,342

 子会社の減資に伴う剰余金の増 
 加高

274,551 274,551

 中間純利益 238,460 238,460

 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)

28,050 28,050 379,669 ― 435,769

平成19年８月31日残高(千円) 361,494 39,129 2,960,771 △922 3,360,471

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

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年２月28日残高(千円) 2,453 33,866 36,320 306,791 3,267,814

中間連結会計期間中の変動額

 新株の発行 ― 56,100

 剰余金の配当 ― △133,342

 子会社の減資に伴う剰余金の増 
 加高

― 274,551

 中間純利益 ― 238,460

 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)

△307 11,029 10,722 △306,791 △296,068

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

△307 11,029 10,722 △306,791 139,700

平成19年８月31日残高(千円) 2,146 44,896 47,042 ― 3,407,514
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当中間連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８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20年２月29日残高(千円) 414,789 92,424 3,708,318 △922 4,214,609

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △204,364 △204,364

 中間純利益 264,813 264,813

 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)

― ― 60,448 ― 60,448

平成20年８月31日残高(千円) 414,789 92,424 3,768,767 △922 4,275,058

評価・換算差額等

純資産合計
その他有価証券 
評価差額金

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成20年２月29日残高(千円) 669 28,352 29,021 4,243,631

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― △204,364

 中間純利益 ― 264,813

 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)

598 △15,694 △15,096 △15,096

中間連結会計期間中の変動額合計 
(千円)

598 △15,694 △15,096 45,352

平成20年８月31日残高(千円) 1,268 12,657 13,925 4,288,983
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前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29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２月28日残高(千円) 333,444 11,079 2,581,101 △922 2,924,702

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 81,345 81,345 162,690

 剰余金の配当 △133,342 △133,342

 子会社の減資に伴う剰余金の増 
 加高

274,551 274,551

 当期純利益 986,008 986,008

 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(千円) 81,345 81,345 1,127,217 ― 1,289,907

平成20年２月29日残高(千円) 414,789 92,424 3,708,318 △922 4,214,609

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

為替換算
調整勘定

評価・換算
差額等合計

平成19年２月28日残高(千円) 2,453 33,866 36,320 306,791 3,267,814

連結会計年度中の変動額

 新株の発行 ― 162,690

 剰余金の配当 ― △133,342

 子会社の減資に伴う剰余金の増 
 加高

― 274,551

 当期純利益 ― 986,008

 株主資本以外の項目の 
 連結会計年度中の変動額(純額)

△1,783 △5,514 △7,298 △306,791 △314,090

連結会計年度中の変動額合計(千円) △1,783 △5,514 △7,298 △306,791 975,816

平成20年２月29日残高(千円) 669 28,352 29,021 ― 4,243,631
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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19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29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

 １ 税金等調整前 
   中間(当期)純利益

421,001 487,492 1,734,389

 ２ 減価償却費 65,376 80,839 140,278

 ３ 減損損失 ― 26,749 22,286

 ４ 貸倒引当金の増減額 2,591 26,315 △20,880

 ５ 賞与引当金の増加額 62,127 43,662 40,078

 ６ 役員賞与引当金の増減額 △30,252 △33,678 3,426

 ７ 退職給付引当金の増加額 55,155 6,972 45,700

 ８ 受取利息及び配当金 △1,296 △2,406 △4,977

 ９ 支払利息 13,407 11,698 25,298

 10 固定資産除却損 55,485 10,213 90,071

 11 退店違約金 900 7,975 5,111

 12 売上債権の増減額 69,940 △7,076 △62,281

 13 たな卸資産の増加額 △49,290 △222,744 △32,948

 14 仕入債務の増減額 △119,487 127,700 29,451

 15 その他の資産の増加額 △8,907 △39,420 △1,195

 16 その他の負債の減少額 △133,491 △26,768 △57,541

 17 未払消費税等の増減額 △13,697 △66,476 44,906

小計 389,562 431,049 2,001,173

 18 利息及び配当金の受取額 1,005 2,337 4,737

 19 利息の支払額 △14,982 △11,467 △26,080

 20 法人税等の支払額 △402,999 △536,991 △646,686

   営業活動による 
   キャッシュ・フロー

△27,413 △115,072 1,333,143
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前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29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

 １ 有形固定資産の取得 
   による支出

△45,775 △48,901 △189,030

 ２ 有形固定資産の除却 
   による支出

△2,223 △8,913 △13,922

 ３ 無形固定資産の取得 
   による支出

△719 ― △2,826

 ４ 出資金返還による収入 ― ― 2,100

 ５ 貸付けによる支出 △21,420 △29,568 △36,420

 ６ 貸付金の回収による収入 36,130 25,788 80,777

 ７ その他の投資活動による 
   支出

△85,893 △64,008 △187,295

 ８ その他の投資活動の回収 
   による収入

22,975 97,220 85,144

   投資活動による 
   キャッシュ・フロー

△96,927 △28,383 △261,473

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

 １ 短期借入金の純減額 △150,000 △20,702 △210,680

 ２ 長期借入れによる収入 400,000 50,000 400,000

 ３ 長期借入金の返済による 
   支出

△341,473 △285,767 △528,372

 ４ 株式の発行による収入 56,100 ― 162,690

 ５ ファイナンス・リース
   債務の返済による支出

△3,703 △3,239 △8,865

 ６ 配当金の支払額 △133,246 △202,478 △133,817

 ７ 少数株主への配当金の
   支払額

△1,240 ― △1,240

 ８ 少数株主への子会社減資 
   による支払額

△31,000 ― △31,000

   財務活動による 
   キャッシュ・フロー

△204,563 △462,187 △351,285

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る 
  換算差額

2,939 △5,075 △1,279

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  増減額

△325,964 △610,719 719,105

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

1,478,956 2,198,062 1,478,956

Ⅶ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

1,152,991 1,587,343 2,198,062
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(5) 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19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１ 連結の範囲に関す

る事項
子会社は全て連結してお

ります。

連結子会社の数 ３社

連結子会社名

Tabio Europe Limited

タビオ奈良株式会社

クラシカ株式会社

子会社は全て連結してお

ります。

連結子会社の数 ４社

連結子会社名

Tabio Europe Limited

タビオ奈良株式会社

クラシカ株式会社

Tabio France S.A.R.L.

Tabio France S.A.R.L.

は、新たに設立したため、

当中間連結会計期間より連

結子会社に含めておりま

す。

子会社は全て連結してお

ります。

連結子会社の数 ３社

連結子会社名

Tabio Europe Limited

タビオ奈良株式会社

クラシカ株式会社

２ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項

 Tabio Europe Limitedの

中間決算日は、６月30日で

あります。中間連結財務諸

表を作成するにあたって

は、同日現在の中間財務諸

表を使用し、中間連結決算

日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要

な調整を行っております。

 Tabio Europe Limited、

Tabio France S.A.R.L.の

中間決算日は、６月30日で

あります。中間連結財務諸

表を作成するにあたって

は、同日現在の中間財務諸

表を使用し、中間連結決算

日との間に生じた重要な取

引については、連結上必要

な調整を行っております。

 Tabio Europe Limitedの

決算日は、12月31日であり

ます。連結財務諸表を作成

するにあたっては、同日現

在の財務諸表を使用し、連

結決算日との間に生じた重

要な取引については、連結

上必要な調整を行っており

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) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

(1) 重要な資産の評価基準

及び評価方法

たな卸資産の評価基準及

び評価方法

  商品・貯蔵品

   移動平均法による原

価法

たな卸資産の評価基準及

び評価方法

  商品・貯蔵品

同左

たな卸資産の評価基準及

び評価方法

  商品・貯蔵品

同左

(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

    定率法によってお

ります。ただし、平

成10年４月１日以降

取得した建物(建物

附属設備は除く)に

ついては、定額法に

よっております。

なお、主な耐用年

数は次のとおりであ

ります。

建物   10～50年

機械装置 ７～15年

什器・備品４～８年

(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

同左

(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

同左
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項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 ② 無形固定資産

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

基づく定額法によっ

ております。

 ② 無形固定資産

同左

 ② 無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

 ① 貸倒引当金

    債権の貸倒れによ

る損失に備えるた

め、一般債権につい

ては貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等

特定の債権について

は、個別に回収可能

性を勘案し、回収不

能見込額を計上して

おります。

(3) 重要な引当金の計上基

準

 ① 貸倒引当金

同左

(3) 重要な引当金の計上基

準

 ① 貸倒引当金

同左

 ② 賞与引当金

    従業員の賞与支給

に充てるため、将来

の支給見込額のう

ち、当中間連結会計

期間に負担すべき金

額を計上しておりま

す。

 ② 賞与引当金

同左

 ② 賞与引当金

    従業員の賞与支給

に充てるため、将来

の支給見込額のう

ち、当連結会計年度

に負担すべき金額を

計上しております。

 ③ 役員賞与引当金

    役員に対して支給

する賞与の支出に充

てるため、支給見込

額に基づき当中間連

結会計期間に見合う

分を計上しておりま

す。

    なお、当中間連結

会計期間において

は、合理的に見積も

ることが困難なた

め、計上しておりま

せん。

 ③ 役員賞与引当金

同左

 ③ 役員賞与引当金

    役員に対して支給

する賞与の支出に充

てるため、支給見込

額に基づき当連結会

計年度に見合う分を

計上しております。

 ④ 退職給付引当金

    従業員の退職給付

に備えるため、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、当中間連結

会計期間末において

発生していると認め

られる額を計上して

おります。

 ④ 退職給付引当金

同左

 ④ 退職給付引当金

    従業員の退職給付

に備えるため、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。
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項目
前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

(4) 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。

(4) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(4) 重要なリース取引の処

理方法

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方

法

 ① ヘッジ会計の方法

    金利スワップにつ

いては、特例処理の

要件を充たしている

ため、特例処理によ

っております。

(5) 重要なヘッジ会計の方

法

 ① ヘッジ会計の方法

同左

(5) 重要なヘッジ会計の方

法

 ① ヘッジ会計の方法

同左

 ② ヘッジ手段とヘッジ

対象

   ヘッジ手段：

    金利スワップ取引

   ヘッジ対象：

    変動金利借入

 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

    将来の金利変動リ

スクを回避する目的

でヘッジしておりま

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

    特例処理によって

いる金利スワップの

ため、有効性の評価

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

(6) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項

   消費税等の会計処理

は税抜方式によってお

ります。

(6) その他中間連結財務諸

表作成のための重要な

事項

同左

(6) その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

同左

４ 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、要求払預金及び

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、要求払預金及び容易

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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(6) 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19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

（有形固定資産の減価償却方法） 

 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

たものについては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。

――― (有形固定資産の減価償却方法) 

 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

たものについては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更しておりま

す。 

これによる損益に与える影響は軽微

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19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

(退職給付制度の移行) 

 当社（提出会社）は、退職給付会

計に関する実務指針に定められてい

る比較指数を用いて、退職給付債務

を算定する方法を採用しており、平

成19年６月１日に退職一時金制度の

一部及び適格退職年金制度について

確定給付企業年金制度へ移行したこ

とを契機として、基礎率の見直しを

行っております。 

 これにより、販売費及び一般管理

費（退職給付費用）が55,858千円増

加し、営業利益、経常利益、税金等

調整前中間純利益が同額減少してお

ります。

――― (退職給付制度の移行) 

 当社（提出会社）は、退職給付会

計に関する実務指針に定められてい

る比較指数を用いて、退職給付債務

を算定する方法を採用しており、平

成19年６月１日に退職一時金制度の

一部及び適格退職年金制度について

確定給付企業年金制度へ移行したこ

とを契機として、基礎率の見直しを

行っております。 

 これにより、販売費及び一般管理

費（退職給付費用）が55,858千円増

加し、営業利益、経常利益、税金等

調整前当期純利益が同額減少してお

ります。

――― (有形固定資産の減価償却方法) 

 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、当中間連結会計期間から、平成

19年３月31日以前に取得したものに

ついては、償却可能限度額まで償却

が終了した翌年から５年間で均等償

却する方法によっております。 

 なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

―――

タビオ㈱ （2668） 平成21年２月期中間決算短信

－23－



  

 
  

(7) 中間連結財務諸表に関する注記事項

(中間連結貸借対照表関係)

前中間連結会計期間末
(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度末 
(平成20年２月29日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

725,812千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

818,502千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

751,354千円

※２ 担保に供している資産

建物及び 
構築物

791,499千円

土地 972,914千円

その他有形 
固定資産

8,369千円

計 1,772,784千円

 

※２ 担保に供している資産

建物及び
構築物

761,033千円

土地 972,914千円

計 1,733,948千円

※２ 担保に供している資産

建物及び 
構築物

772,503千円

土地 972,914千円

その他有形 
固定資産

7,978千円

計 1,753,396千円

   上記に対応する債務

1年内返済
予定長期借
入金

276,971千円

長期借入金 382,951千円

計 659,922千円

   上記に対応する債務

1年内返済
予定長期借
入金

180,566千円

長期借入金 264,499千円

計 445,065千円

   上記に対応する債務

1年内返済
予定長期借
入金

265,974千円

長期借入金 362,610千円

計 628,584千円

※３ その他有価証券評価差額金

   外貨建出資金の取得原価に係

る換算差額によるものでありま

す。

   なお、評価差額は全部純資産

直入法により処理しておりま

す。

※３ その他有価証券評価差額金

    同左

   

※３ その他有価証券評価差額金

    同左
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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19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 

※１ 販売費及び一般管理費

   主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

従業員 
給与・賞与

910,415千円

役員報酬 69,549千円

賞与引当金 
繰入額

115,081千円

退職給付 
費用

70,783千円

貸倒引当金 
繰入額

2,700千円

家賃 725,198千円

支払手数料 135,006千円

減価償却費 58,977千円
 

※１ 販売費及び一般管理費

   主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

従業員
給与・賞与

967,728千円

役員報酬 69,929千円

賞与引当金
繰入額

137,587千円

退職給付
費用

18,788千円

貸倒引当金
繰入額

27,256千円

家賃 764,598千円

支払手数料 160,293千円

減価償却費 74,442千円

※１ 販売費及び一般管理費

   主要な費目及び金額は次のと

おりであります。

従業員 
給与・賞与

2,040,036千円

役員報酬 139,098千円

賞与引当金 
繰入額

93,588千円

役員賞与 
引当金 
繰入額

33,678千円

退職給付 
費用

73,242千円

家賃 1,646,719千円

支払手数料 337,959千円

減価償却費 127,479千円

 

※２ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。

建物及び構
築物

33,432千円

什器・備品 3,825千円

機械装置 14,411千円

原状復帰 
費用

3,815千円

計 55,485千円

 

※２ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。

什器・備品 1,299千円

原状復帰
費用

8,913千円

計 10,213千円

※２ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。

建物及び 

構築物
33,838千円

その他 27,819千円

ソフト 

ウェア
11,333千円

原状復帰 
費用

17,080千円

計 90,071千円
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前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

※３ 

―――

 

※３ 減損損失

   当中間連結会計期間におい

て、当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

いたしました。

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

関東地区
直営店舗
(１店舗)

什器・備
品及びリ
ース資産

他

7,985

中国・ 

四国地区
直営店舗
(１店舗)

什器・備
品及びリ
ース資産

他

8,662

その他 
地区

直営店舗
(３店舗)

什器・備
品及びリ
ース資産

他

10,101

合計 26,749

   当グループは、キャッシュ・

フローを生み出す 小単位とし

て、店舗を基本単位とした資産

のグルーピングを行っておりま

す。また、店舗を管理するため

の事務所、店舗へ商品を供給す

る物流施設等については共用資

産としております。

   退店の意思決定をしたことに

より、固定資産の回収可能価額

が大きく低下したと判断した資

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(26,749

千円)として特別損失に計上し

ております。

   その内訳は、什器・備品

10,602千円、リース資産14,647

千円、その他1,498千円であり

ます。

   なお、当資産グループの回収

可能価額は固定資産の使用価値

により算定しており、将来キャ

ッシュ・フローに基づく使用価

値がマイナスであるものは回収

可能価額を零として評価してお

ります。

 

※３ 減損損失

   当連結会計年度において、当

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いたし

ました。

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

近畿地区

遊休資産 建物他 9,081

直営店舗 
(１店舗)

什器・ 
備品

191

その他
地区

直営店舗 
(４店舗)

建物、什
器・備品
及びリー
ス資産

13,013

合計 22,286

   当グループは、キャッシュ・

フローを生み出す 小単位とし

て、店舗を基本単位とした資産

のグルーピングを行っておりま

す。また、店舗を管理するため

の事務所、店舗へ商品を供給す

る物流施設等については共用資

産としております。

   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

ープ及び遊休資産については、

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

(22,286千円)として特別損失に

計上しております。

   その内訳は、建物10,392千

円、什器・備品6,119千円、リ

ース資産5,012千円、その他762

千円であります。

   なお、当資産グループの回収

可能価額は固定資産の使用価値

により算定しており、将来キャ

ッシュ・フローに基づく使用価

値がマイナスであるものは回収

可能価額を零として評価してお

ります。

 ４ 当グループの売上高は、取扱

い商品が防寒という機能を持つ

靴下のため、上半期に比べ下半

期に販売される割合が大きくな

っております。従いまして連結

会計年度の上半期の売上高と下

半期の売上高との間には著しい

相違があり、上半期と下半期の

業績に季節的変動があります。

 ４

同左

 ４

―――
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前中間連結会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

１. 発行済株式に関する事項 

  

 
(変動事由の概要) 
増加数の内訳は、次のとおりであります。 
新株予約権の権利行使による新株の発行による増加 50,000株 

  

２. 自己株式に関する事項 

  

 
  

３. 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

当中間連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

１. 発行済株式に関する事項 

  

 
  

２. 自己株式に関する事項 

  

 
  

３. 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 6,668,880 50,000 ― 6,718,880

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 1,735 ― ― 1,735

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５月24日 
定時株主総会

普通株式 133,342 20.00 平成19年２月28日 平成19年５月25日

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 6,813,880 ― ― 6,813,880

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当中間連結会計期間末

普通株式（株） 1,735 ― ― 1,735

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20年５月29日 
定時株主総会

普通株式 204,364 30.00 平成20年２月29日 平成20年５月30日
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前連結会計年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

  

 
(変動事由の概要) 
増加数の内訳は、次の通りであります。 
新株予約権の権利行使による新株の発行による増加 145,000株 

  

  

 
  

 
  

 
  

  

  

 
  

  

１. 発行済株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 6,668,880 145,000 ― 6,813,880

２. 自己株式に関する事項

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末

普通株式（株） 1,735 ― ― 1,735

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５月24日 
定時株主総会

普通株式 133,342 20.00 平成19年２月28日 平成19年５月25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 配当の原資
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20年５月29日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 204,364 30.00 平成20年２月29日 平成20年５月30日

(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19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29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

現金及び預金 1,152,991千円

預入期間が３か月 
を超える定期預金
等

―千円

現金及び 
現金同等物

1,152,991千円

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

現金及び預金 1,587,343千円

預入期間が３か月
を超える定期預金
等

―千円

現金及び
現金同等物

1,587,343千円

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

現金及び預金 2,198,062千円

預入期間が３か月 
を超える定期預金 
等

―千円

現金及び
現金同等物

2,198,062千円
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前中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

当グループは、事業の種類として靴下の卸売、直営店での小売(以下「靴下関連事業」)及び靴下製造

関連機械の研究開発、小売を行っております。 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「靴下関連事業」の割合がいずれも90％を

超えているため、事業の種類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20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

当グループは、事業の種類として靴下の卸売、直営店での小売(以下「靴下関連事業」)及び靴下製造

関連機械の研究開発、小売を行っております。 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「靴下関連事業」の割合がいずれも90％を

超えているため、事業の種類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19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

当グループは、事業の種類として靴下の卸売、直営店での小売(以下「靴下関連事業」)及び靴下製造

関連機械の研究開発、小売を行っております。 

全セグメントの売上高の合計、営業利益の合計額に占める「靴下関連事業」の割合がいずれも90％を

超えているため、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

  

  

前中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため記載を省略しておりま

す。 

  

当中間連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため記載を省略しておりま

す。 

  

前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

全セグメントの売上高の合計に占める「日本」の割合が90％を超えているため記載を省略しておりま

す。 

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

 

２ 所在地別セグメント情報
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前中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高及び連結売上高に占める海外売上高の割

合の記載を省略しております。 

  

当中間連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高及び連結売上高に占める海外売上高の割

合の記載を省略しております。 

  

前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満であるため、海外売上高及び連結売上高に占める海外売上高の割

合の記載を省略しております。 

  

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29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

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

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

(借主側)

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

   有形固定資産(その他)

取得価額 
相当額

554,139千円

減価償却 
累計額相当額

243,271千円

減損損失 
累計額相当額

26,048千円

中間期末残高 
相当額

284,819千円

(借主側)

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

   有形固定資産(その他)

取得価額
相当額

605,984千円

減価償却
累計額相当額

269,451千円

減損損失
累計額相当額

24,958千円

中間期末残高
相当額

311,575千円

(借主側)

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額

   有形固定資産(その他)

取得価額 
相当額

571,619千円

減価償却 
累計額相当額

222,437千円

減損損失 
累計額相当額

17,166千円

期末残高 
相当額

332,015千円

   無形固定資産(ソフトウェア)

取得価額 
相当額

73,281千円

減価償却 
累計額相当額

29,414千円

減損損失 
累計額相当額

―千円

中間期末残高 
相当額

43,867千円

   無形固定資産(ソフトウェア)

取得価額
相当額

153,197千円

減価償却
累計額相当額

52,238千円

減損損失
累計額相当額

―千円

中間期末残高
相当額

100,959千円

   無形固定資産(ソフトウェア)

取得価額 
相当額

152,399千円

減価償却 
累計額相当額

39,918千円

減損損失 
累計額相当額

―千円

期末残高 
相当額

112,481千円

   合計

取得価額 
相当額

627,420千円

減価償却 
累計額相当額

272,686千円

減損損失 
累計額相当額

26,048千円

中間期末残高 
相当額

328,686千円

   合計

取得価額
相当額

759,182千円

減価償却
累計額相当額

321,689千円

減損損失
累計額相当額

24,958千円

中間期末残高
相当額

412,534千円

   合計

取得価額 
相当額

724,018千円

減価償却 
累計額相当額

262,355千円

減損損失 
累計額相当額

17,166千円

期末残高 
相当額

444,496千円

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高

  未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 115,412千円

１年超 236,648千円

合計 352,061千円

  リース資産減損勘定中間期末残

高

18,987千円

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高

  未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 148,925千円

１年超 288,485千円

合計 437,411千円

  リース資産減損勘定中間期末残

高

18,917千円

 

２ 未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残

高

  未経過リース料期末残高相当額

１年内 141,046千円

１年超 320,686千円

合計 461,732千円

  リース資産減損勘定期末残高

12,081千円
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前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 65,526千円

リース資産減損

勘定の取崩額
5,107千円

減価償却費 
相当額

57,100千円

支払利息相当額 3,886千円

減損損失 ―千円

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 82,422千円

リース資産減損

勘定の取崩額
7,811千円

減価償却費
相当額

72,960千円

支払利息相当額 5,879千円

減損損失 14,647千円

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 139,238千円

リース資産減損

勘定の取崩額
17,026千円

減価償却費 
相当額

121,937千円

支払利息相当額 8,675千円

減損損失 5,012千円

４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

 ・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 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

 ・減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

 ・減価償却費相当額の算定方法

同左

 ・利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。

 ・利息相当額の算定方法

同左

 ・利息相当額の算定方法

同左

オペレーティング・リース取引

(借主側)

未経過リース料

１年内 1,646千円

１年超 1,234千円

合計 2,881千円

オペレーティング・リース取引

(借主側)

未経過リース料

１年内 1,234千円

１年超 ―千円

合計 1,234千円

オペレーティング・リース取引

(借主側)

未経過リース料

１年内 1,646千円

１年超 411千円

合計 2,058千円
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前中間連結会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29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

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

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

(貸主側)

１ リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び中間期末残高

   有形固定資産(その他)

取得価額 100,790千円

減価償却 
累計額

48,729千円

中間期末残高 52,060千円

(貸主側)

１ リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び中間期末残高

   有形固定資産(その他)

取得価額 100,790千円

減価償却
累計額

61,526千円

中間期末残高 39,263千円

(貸主側)

１ リース物件の取得価額、減価償

却累計額及び期末残高

   有形固定資産(その他)

取得価額 100,790千円

減価償却 
累計額

55,128千円

期末残高 45,661千円

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 13,514千円

１年超 38,951千円

合計 52,465千円

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 13,598千円

１年超 25,353千円

合計 38,951千円

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年内 13,555千円

１年超 32,163千円

合計 45,719千円

３ 受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額

受取リース料 6,725千円

減価償却費 6,399千円

受取利息相当額 168千円

３ 受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額

受取リース料 6,767千円

減価償却費 6,397千円

受取利息相当額 126千円

３ 受取リース料、減価償却費及び

受取利息相当額

受取リース料 13,472千円

減価償却費 12,798千円

受取利息相当額 315千円

４ 利息相当額の算定方法

  リース料総額と見積残存価額の

合計額からリース物件の購入価

額を控除した額を利息相当額と

し、各期への配分方法について

は、利息法によっております。

４ 利息相当額の算定方法

同左

４ 利息相当額の算定方法

同左

(減損損失について)

 リース資産(貸主側)に配分された

減損損失はありません。

(減損損失について)

同左

 

(減損損失について）

同左
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前中間連結会計期間末(平成19年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間末(平成20年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度末(平成20年２月29日) 

該当事項はありません。 

  

  

    前中間連結会計期間末(平成19年８月31日) 

    ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、開示の対象から除いておりますので、該当 

    事項はありません。 

    当中間連結会計期間末(平成20年８月31日) 

    ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、開示の対象から除いておりますので、該当 

    事項はありません。 

    前連結会計年度末(平成20年２月29日) 

    ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、開示の対象から除いておりますので、該当 

    事項はありません。 

  

(有価証券関係)

(デリバティブ取引関係)
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前中間連結会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

当中間連結会計期間に付与したストック・オプションはありません。 

  

当中間連結会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

当中間連結会計期間に付与したストック・オプションはありません。 

  

前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

１ ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1) ストック・オプションの内容 

  

 
  

(2) ストック・オプションの規模及びその変動状況 

① ストック・オプションの数 

  

 
  

(ストック・オプション等関係)

会社名 提出会社

決議年月日 平成14年５月29日

付与対象者の区分及び人数

当社取締役４名
当社監査役１名 
当社子会社「タビオ奈良株式会社（旧 協同組合靴下屋共栄会）」の取
締役（旧 理事）１名

株式の種類及び付与数（株） 普通株式 195,000

付与日 平成14年５月29日

権利確定条件

新株予約権者は、権利行使時においても、当社の取締役、監査役及び当
社子会社の取締役（旧 理事）の地位にあることを要す。但し、当社の
取締役、監査役及び当社子会社の取締役（旧 理事）を任期満了により
退任した場合は、退任後２年間はこの限りではない。

対象勤務期間 対象勤務期間の定めはありません。

権利行使期間 平成16年６月１日～平成20年５月31日

会社名 提出会社

決議年月日 平成14年５月29日

権利確定前

期首（株） ―

付与（株） ―

失効（株） ―

権利確定（株） ―

未確定残（株） ―

権利確定後

期首（株） 195,000

権利確定（株） ―

権利行使（株） 145,000

失効（株） ―

未行使残（株） 50,000
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② 単価情報 

  

 
  

  

前中間連結会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

該当事項はありません。 

  

前連結会計年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

該当事項はありません。 

  

会社名 提出会社

決議年月日 平成14年５月29日

権利行使価格（円） 1,122

行使時平均株価（円） 2,270

付与日における公正な評価単価（円） ―

(企業結合等関係)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり中間(当期)純利益及び潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利益 

 
  

(１株当たり情報)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 
１株当たり純資産額 507円29銭

 
１株当たり純資産額 629円61銭 １株当たり純資産額 622円95銭

 
１株当たり中間純利益 35円69銭

 
１株当たり中間純利益 38円87銭 １株当たり当期純利益 146円42銭

 

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益
35円43銭

 

潜在株式調整後１株当た

り中間純利益
38円87銭

 

潜在株式調整後１株当た

り当期純利益
145円49銭

項目
前中間連結会計期間末
(平成19年８月31日)

当中間連結会計期間末
(平成20年８月31日)

前連結会計年度末
(平成20年２月29日)

中間連結貸借対照表の純資産の部の合計額 
(千円)

3,407,514 4,288,983 4,243,631

普通株式に係る純資産額(千円) 3,407,514 4,288,983 4,243,631

差額の主な内訳(千円) ― ― ―

普通株式の発行済株式数(千株) 6,718 6,813 6,813

普通株式の自己株式数(千株) 1 1 1

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)

6,717 6,812 6,812

項目
前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日

至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日

至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日

至 平成20年２月29日)

中間連結損益計算書上の中間(当期)純利益 
(千円)

238,460 264,813 986,008

普通株式に係る中間(当期)純利益(千円) 238,460 264,813 986,008

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ― ―

普通株式の期中平均株式数(千株) 6,681 6,812 6,734

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利
益の算定に用いられた中間(当期)純利益調
整額の主要な内訳(千円)

― ― ―

中間(当期)純利益調整額(千円) ― ― ―

潜在株式調整後１株当たり中間(当期)純利
益の算定に用いられた普通株式増加数の主
要な内訳(千株)

 新株予約権 48 0 43

普通株式増加数(千株) 48 0 43

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)純利益の算定に含まれ
なかった潜在株式の概要

――― ――― ―――
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(重要な後発事象)

前中間連結会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前連結会計年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

――― 

 

――― 

 

―――

タビオ㈱ （2668） 平成21年２月期中間決算短信

－38－



  

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19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年２月29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 1,035,637 1,485,556 2,020,401

 ２ 受取手形 ― 10,972 ―

 ３ 売掛金 708,885 813,760 792,123

 ４ たな卸資産 540,106 743,759 517,452

 ５ その他 157,660 248,914 171,232

   貸倒引当金 △24,386 △27,201 △905

   流動資産合計 2,417,902 47.5 3,275,762 55.2 3,500,304 56.5

Ⅱ 固定資産

 １ 有形固定資産 ※1,2

  (1) 土地 973,625 976,844 976,844

  (2) その他 195,622 204,965 220,574

   有形固定資産合計 1,169,247 22.9 1,181,810 19.9 1,197,419 19.3

 ２ 無形固定資産 6,731 0.1 8,239 0.1 8,567 0.1

 ３ 投資その他の資産

  (1) 関係会社株式 176,749 210,669 176,749

  (2) 差入保証金 961,068 954,993 958,892

  (3) その他 362,672 302,689 356,440

   貸倒引当金 △35 △32 △36

   投資その他の資産 
   合計

1,500,454 29.5 1,468,320 24.8 1,492,045 24.1

   固定資産合計 2,676,433 52.5 2,658,370 44.8 2,698,032 43.5

   資産合計 5,094,335 100.0 5,934,132 100.0 6,198,337 100.0
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前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年２月29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 85,599 229,199 97,707

 ２ 買掛金 387,573 515,635 516,517

 ３ 短期借入金 100,000 ― ―

 ４ １年内返済予定 
   長期借入金

※2 261,529 180,967 237,963

 ５ 未払法人税等 244,417 231,675 535,815

 ６ 賞与引当金 98,413 120,577 81,799

 ７ 役員賞与引当金 ― ― 30,618

 ８ その他 ※4 278,581 341,914 385,803

   流動負債合計 1,456,114 28.6 1,619,969 27.3 1,886,224 30.4

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 ※2 221,087 40,120 104,090

 ２ 退職給付引当金 118,445 132,440 128,501

 ３ リース資産減損勘定 18,987 18,917 12,081

 ４ その他 219,514 236,248 247,623

   固定負債合計 578,034 11.3 427,727 7.2 492,296 8.0

   負債合計 2,034,148 39.9 2,047,696 34.5 2,378,521 38.4
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前中間会計期間末

(平成19年８月31日)

当中間会計期間末

(平成20年８月31日)

前事業年度の 
要約貸借対照表 

(平成20年２月29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
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 361,494 7.1 414,789 7.0 414,789 6.7

 ２ 資本剰余金

    資本準備金 39,129 92,424 92,424

   資本剰余金合計 39,129 0.8 92,424 1.6 92,424 1.5

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 65,000 65,000 65,000

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 100,000 100,000 100,000

    繰越利益剰余金 2,493,340 3,213,877 3,147,855

   利益剰余金合計 2,658,340 52.2 3,378,877 56.9 3,312,855 53.4

 ４ 自己株式 △922 △0.0 △922 △0.0 △922 △0.0

   株主資本合計 3,058,040 60.1 3,885,167 65.5 3,819,146 61.6

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券 

   評価差額金
※5 2,146 0.0 1,268 0.0 669 0.0

   評価・換算差額等 

   合計
2,146 0.0 1,268 0.0 669 0.0

   純資産合計 3,060,187 60.1 3,886,435 65.5 3,819,815 61.6

   負債純資産合計 5,094,335 100.0 5,934,132 100.0 6,198,337 100.0
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(2) 中間損益計算書

前中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間

(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度の
要約損益計算書

(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29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 5,818,681 100.0 6,160,332 100.0 13,971,796 100.0

Ⅱ 売上原価 2,707,345 46.5 2,816,861 45.7 6,528,289 46.7

   売上総利益 3,111,336 53.5 3,343,470 54.3 7,443,506 53.3

Ⅲ 販売費及び一般管理費 2,660,594 45.8 2,873,968 46.7 5,820,034 41.7

   営業利益 450,741 7.7 469,502 7.6 1,623,471 11.6

Ⅳ 営業外収益 ※1 45,106 0.8 59,945 1.0 95,808 0.7

Ⅴ 営業外費用 ※2 5,433 0.1 3,752 0.1 14,824 0.1

   経常利益 490,414 8.4 525,695 8.5 1,704,455 12.2

Ⅵ 特別利益 106 0.0 941 0.0 20,901 0.2

Ⅶ 特別損失 ※3 12,062 0.2 45,254 0.7 66,679 0.5

   税引前中間(当期) 

   純利益
478,459 8.2 481,381 7.8 1,658,677 11.9

   法人税、住民税 

   及び事業税
235,172 221,455 756,879

   法人税等調整額 △33,587 201,584 3.4 △10,459 210,996 3.4 △29,592 727,287 5.2

   中間(当期)純利益 276,874 4.8 270,385 4.4 931,389 6.7
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前中間会計期間(自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日) 

  

 
  

 
  

 
  

(3) 中間株主資本等変動計算書

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年２月28日残高(千円) 333,444 11,079 11,079

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 28,050 28,050 28,050

 剰余金の配当 ―

 中間純利益 ―

 利益準備金の積立 ―

 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)

28,050 28,050 28,050

平成19年８月31日残高(千円) 361,494 39,129 39,129

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年２月28日残高(千円) 51,600 100,000 2,363,208 2,514,808 △922 2,858,409

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 ― 56,100

 剰余金の配当 △133,342 △133,342 △133,342

 中間純利益 276,874 276,874 276,874

 利益準備金の積立 13,400 △13,400 ― ―

 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)

13,400 ― 130,131 143,531 ― 199,631

平成19年８月31日残高(千円) 65,000 100,000 2,493,340 2,658,340 △922 3,058,040

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２月28日残高(千円) 2,453 2,453 2,860,862

中間会計期間中の変動額

 新株の発行 ― 56,100

 剰余金の配当 ― △133,342

 中間純利益 ― 276,874

 利益準備金の積立 ― ―

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

△307 △307 △307

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

△307 △307 199,324

平成19年８月31日残高(千円) 2,146 2,146 3,060,187
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当中間会計期間(自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成20年２月29日残高(千円) 414,789 92,424 92,424

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ―

 中間純利益 ―

 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)

― ― ―

平成20年８月31日残高(千円) 414,789 92,424 92,424

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成20年２月29日残高(千円) 65,000 100,000 3,147,855 3,312,855 △922 3,819,146

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △204,364 △204,364 △204,364

 中間純利益 270,385 270,385 270,385

 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)

― ― 66,021 66,021 ― 66,021

平成20年８月31日残高(千円) 65,000 100,000 3,213,877 3,378,877 △922 3,885,167

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20年２月29日残高(千円) 669 669 3,819,815

中間会計期間中の変動額

 剰余金の配当 ― △204,364

 中間純利益 ― 270,385

 株主資本以外の項目の中間 
 会計期間中の変動額(純額)

598 598 598

中間会計期間中の変動額合計 
(千円)

598 598 66,619

平成20年８月31日残高(千円) 1,268 1,268 3,886,435
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前事業年度(自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日) 

  

 
  

 
  

 
  

株主資本

資本金
資本剰余金

資本準備金 資本剰余金合計

平成19年２月28日残高(千円) 333,444 11,079 11,079

事業年度中の変動額

 新株の発行 81,345 81,345 81,345

 剰余金の配当 ―

 当期純利益 ―

 利益準備金の積立 ―

 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) 81,345 81,345 81,345

平成20年２月29日残高(千円) 414,789 92,424 92,424

株主資本

利益剰余金

自己株式 株主資本合計
利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金合計

別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年２月28日残高(千円) 51,600 100,000 2,363,208 2,514,808 △922 2,858,409

事業年度中の変動額

 新株の発行 ― 162,690

 剰余金の配当 △133,342 △133,342 △133,342

 当期純利益 931,389 931,389 931,389

 利益準備金の積立 13,400 △13,400 ― ―

 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) 13,400 ― 784,646 798,046 ― 960,736

平成20年２月29日残高(千円) 65,000 100,000 3,147,855 3,312,855 △922 3,819,146

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２月28日残高(千円) 2,453 2,453 2,860,862

事業年度中の変動額

 新株の発行 ― 162,690

 剰余金の配当 ― △133,342

 当期純利益 ― 931,389

 利益準備金の積立 ― ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△1,783 △1,783 △1,783

事業年度中の変動額合計(千円) △1,783 △1,783 958,953

平成20年２月29日残高(千円) 669 669 3,819,815
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(4) 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19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

(1) 有価証券の評価基準及

び評価方法

  子会社株式

   移動平均法による原

価法

(1) 有価証券の評価基準及

び評価方法

  子会社株式

同左

(1) 有価証券の評価基準及

び評価方法

  子会社株式

同左

(2) たな卸資産の評価基準

及び評価方法

  商品・貯蔵品

   移動平均法による原

価法

(2) たな卸資産の評価基準

及び評価方法

  商品・貯蔵品

同左

(2) たな卸資産の評価基準

及び評価方法

  商品・貯蔵品

同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

   定率法によっており

ます。ただし、平成10

年４月１日以降取得し

た建物(建物附属設備

は除く)については、

定額法によっておりま

す。

なお、主な耐用年数

は次のとおりでありま

す。

建物    10～39年

什器・備品 ５～８年

(1) 有形固定資産

同左 

  

  

  

  

  

 

(1) 有形固定資産

同左 

  

  

  

  

  

 

(2) 無形固定資産

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

額法によっておりま

す。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

   債権の貸倒れによる

損失に備えるため、一

般債権については貸倒

実績率により、貸倒懸

念債権等特定の債権に

ついては、個別に回収

可能性を勘案し、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) 賞与引当金

   従業員の賞与支給に

充てるため、将来の支

給見込額のうち当中間

会計期間に負担すべき

金額を計上しておりま

す。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

   従業員の賞与支給に

充てるため、将来の支

給見込額のうち当期に

負担すべき金額を計上

しております。
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項目
前中間会計期間

(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

(3) 役員賞与引当金

   役員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、支給見込額に基

づき当中間会計期間に

見合う分を計上してお

ります。

   なお、当中間会計期

間においては、合理的

に見積もることが困難

なため、計上しており

ません。

(3) 役員賞与引当金

同左

(3) 役員賞与引当金

   役員に対して支給す

る賞与の支出に充てる

ため、支給見込額に基

づき当事業年度に見合

う分を計上しておりま

す。

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に

備えるため、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、当中間会計期

間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。

(4) 退職給付引当金

同左

(4) 退職給付引当金

従業員の退職給付に

備えるため、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。

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 ヘッジ会計の方法

   金利スワップについ

ては、特例処理の要件

を充たしているため、

特例処理によっており

ます。

① ヘッジ会計の方法

同左

① ヘッジ会計の方法

同左

② ヘッジ手段とヘッジ対

象

  ヘッジ手段：

   金利スワップ取引

  ヘッジ対象：

   変動金利借入

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

   将来の金利変動リス

クを回避する目的でヘ

ッジしております。

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

   特例処理によってい

る金利スワップのた

め、有効性の評価は省

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19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29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

消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は税

抜方式によっております。

消費税等の会計処理

同左

消費税等の会計処理

同左
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(5) 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19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

（有形固定資産の減価償却方法）  

 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

たものについては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更しておりま

す。  

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。

――― (有形固定資産の減価償却方法) 

 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

たものについては、改正後の法人税

法に基づく方法に変更しておりま

す。 

 これによる損益に与える影響は軽

微であります。
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(追加情報)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

(退職給付制度の移行)  

 当社（提出会社）は、退職給付会

計に関する実務指針に定められてい

る比較指数を用いて、退職給付債務

を算定する方法を採用しており、平

成19年６月１日に退職一時金制度の

一部及び適格退職年金制度について

確定給付企業年金制度へ移行したこ

とを契機として、基礎率の見直しを

行っております。  

 これにより、販売費及び一般管理

費（退職給付費用）が55,858千円増

加し、営業利益、経常利益、税引前

中間純利益が同額減少しておりま

す。

――― (退職給付制度の移行)  

 当社（提出会社）は、退職給付会

計に関する実務指針に定められてい

る比較指数を用いて、退職給付債務

を算定する方法を採用しており、平

成19年６月１日に退職一時金制度の

一部及び適格退職年金制度について

確定給付企業年金制度へ移行したこ

とを契機として、基礎率の見直しを

行っております。 

 これにより、販売費及び一般管理

費（退職給付費用）が55,858千円増

加し、営業利益、経常利益、税引前

当期純利益が同額減少しておりま

す。

――― (有形固定資産の減価償却方法)  

 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、当中間会計期間から、平成19年

３月31日以前に取得したものについ

ては、償却可能限度額まで償却が終

了した翌年から５年間で均等償却す

る方法によっております。  

 なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

―――
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(6) 中間個別財務諸表に関する注記事項

(中間貸借対照表関係)

前中間会計期間末 
(平成19年８月31日)

当中間会計期間末
(平成20年８月31日)

前事業年度末 
(平成20年２月29日)

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

187,610千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

223,014千円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

196,516千円

※２ 担保に供している資産

その他有形
固定資産

7,526千円

土地 972,914千円

計 980,440千円

 

※２ 担保に供している資産

土地 972,914千円

計 972,914千円
 

※２ 担保に供している資産

土地 972,914千円

計 972,914千円

 

   上記に対応する債務

１年内返済
予定長期借
入金

150,000千円

計 150,000千円
 

   上記に対応する債務

１年内返済
予定長期借
入金

114,337千円

計 114,337千円

   上記に対応する債務

１年内返済
予定長期借
入金

139,003千円

長期借入金 10,997千円

計 150,000千円

   上記担保に供している資産の

うち「土地」938,834千円は、

タビオ奈良㈱の借入金509,922

千円を担保するため差し入れて

おります。

   上記担保に供している資産の

うち「土地」938,834千円は、

タビオ奈良㈱の借入金330,728

千円を担保するため差し入れて

おります。

   上記担保に供している資産の

「土 地」の う ち 938,834 千 円

は、タビオ奈良㈱の借入金

478,584千円を担保するため差

し入れております。

 

 ３ 偶発債務

    他社の金融機関からの借入

金に対して次のとおり保証を

行っております。

タビオ奈良㈱ 649,926千円

 ３ 偶発債務

    他社の金融機関からの借入

金に対して次のとおり保証を

行っております。

タビオ奈良㈱ 488,789千円

Tabio Europe
Limited

36,703千円

 ３ 偶発債務

    他社の金融機関からの借入

金に対して次のとおり保証を

行っております。

タビオ奈良㈱ 603,590千円

Tabio Europe 
Limited

38,011千円

※４ 消費税等の取扱い

    仮払消費税等及び仮受消費

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。

※４ 消費税等の取扱い

同左

※４

―――

※５ その他有価証券評価差額金

    外貨建出資金の取得原価に

係る換算差額によるものであ

ります。

    なお、評価差額は全部純資

産直入法により処理しており

ます。

※５ その他有価証券評価差額金

    同左

    

※５ その他有価証券評価差額金

    同左
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(中間損益計算書関係)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 1,617千円

受取地代 18,288千円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 1,576千円

受取地代 18,288千円

※１ 営業外収益の主要項目

受取利息 3,100千円

受取地代 36,576千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 5,412千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 2,610千円

※２ 営業外費用の主要項目

支払利息 9,219千円

 

※３ 特別損失の主要項目

固定資産 
除却損

6,486千円

 

※３ 特別損失の主要項目

固定資産
除却損

10,213千円

減損損失 26,749千円

※３ 特別損失の主要項目

固定資産 
除却損

27,404千円

リース 
解約損

11,877千円

減損損失 22,286千円

 ４ 

―――

 

 ４ 減損損失

   当中間会計期間において、当

社は以下の資産グループについ

て減損損失を計上いたしまし

た。

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

関東地区
直営店舗
(１店舗)

什器・備
品及びリ
ース資産

他

7,985

中国・ 

四国地区
直営店舗
(１店舗)

什器・備
品及びリ
ース資産

他

8,662

その他 
地区

直営店舗
(３店舗)

什器・備
品及びリ
ース資産

他

10,101

合計 26,749

   当社は、キャッシュ・フロー

を生み出す 小単位として、店

舗を基本単位とした資産のグル

ーピングを行っております。ま

た、店舗を管理するための事務

所、店舗へ商品を供給する物流

施設等については共用資産とし

ております。

   退店の意思決定をしたことに

より、固定資産の回収可能価額

が大きく低下したと判断した資

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(26,749

千円)として特別損失に計上し

ております。

   その内訳は、什器・備品

10,602千円、リース資産14,647

千円、その他1,498千円であり

ます。

   なお、当資産グループの回収

可能価額は固定資産の使用価値

により算定しており、将来キャ

ッシュ・フローに基づく使用価

値がマイナスであるものは回収

可能価額を零として評価してお

ります。

 

 ４ 減損損失

   当事業年度において、当社は

以下の資産グループについて減

損損失を計上いたしました。

場所 用途 種類
減損損失
（千円）

近畿地区

遊休資産 建物他 9,081

直営店舗 
(１店舗)

什器・ 
備品

191

その他
地区

直営店舗 
(４店舗)

建物、什
器・備品 
及びリー
ス資産

13,013

合計 22,286

   当社は、キャッシュ・フロー

を生み出す 小単位として、店

舗を基本単位とした資産のグル

ーピングを行っております。ま

た、店舗を管理するための事務

所、店舗へ商品を供給する物流

施設等については共用資産とし

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

ープ及び遊休資産については、

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

(22,286千円)として特別損失に

計上しております。

   その内訳は、建物10,392千

円、什器・備品6,119千円、リ

ース資産5,012千円、その他762

千円であります。

   なお、当資産グループの回収

可能価額は固定資産の使用価値

により算定しており、将来キャ

ッシュ・フローに基づく使用価

値がマイナスであるものは回収

可能価額を零として評価してお

ります。
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前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

 ５ 当社の売上高は、取扱い商品

が防寒という機能を持つ靴下の

ため、上半期に比べ下半期に販

売される割合が大きくなってお

ります。従いまして事業年度の

上半期の売上高と下半期の売上

高との間には著しい相違があ

り、上半期と下半期の業績に季

節的変動があります。

 ５ 

同左

 ５

―――

 ６ 減価償却実施額

有形固定 
資産

24,025千円

無形固定 
資産

164千円

 ６ 減価償却実施額

有形固定
資産

32,022千円

無形固定
資産

327千円

 ６ 減価償却実施額

有形固定 
資産

56,831千円

無形固定 
資産

437千円
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前中間会計期間（自 平成19年３月１日 至 平成19年８月31日） 

１. 自己株式に関する事項 

  

 
  

当中間会計期間（自 平成20年３月１日 至 平成20年８月31日） 

１. 自己株式に関する事項 

  

 
  

前事業年度（自 平成19年３月１日 至 平成20年２月29日） 

１. 自己株式に関する事項 

  

 
  

(中間株主資本等変動計算書関係)

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 1,735 ― ― 1,735

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当中間会計期間末

普通株式（株） 1,735 ― ― 1,735

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式（株） 1,735 ― ― 1,735
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(リース取引関係)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29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

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

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、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

   有形固定資産(その他)

取得価額 
相当額

463,374千円

減価償却 
累計額相当額

192,231千円

減損損失 
累計額相当額

26,048千円

中間期末残高 
相当額

245,094千円

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び中間期末残

高相当額

   有形固定資産(その他)

取得価額
相当額

516,805千円

減価償却
累計額相当額

206,811千円

減損損失
累計額相当額

24,958千円

中間期末残高
相当額

285,035千円

１ リース物件の取得価額相当額、

減価償却累計額相当額、減損損

失累計額相当額及び期末残高相

当額

   有形固定資産(その他)

取得価額 
相当額

475,904千円

減価償却 
累計額相当額

162,272千円

減損損失 
累計額相当額

17,166千円

期末残高 
相当額

296,465千円

   無形固定資産(ソフトウェア)

取得価額 
相当額

19,881千円

減価償却 
累計額相当額

8,054千円

減損損失 
累計額相当額

―千円

中間期末残高 
相当額

11,827千円

   無形固定資産(ソフトウェア)

取得価額
相当額

20,680千円

減価償却
累計額相当額

9,111千円

減損損失
累計額相当額

―千円

中間期末残高
相当額

11,569千円

   無形固定資産(ソフトウェア)

取得価額 
相当額

19,881千円

減価償却 
累計額相当額

10,042千円

減損損失 
累計額相当額

―千円

期末残高 
相当額

9,839千円

   合計

取得価額 
相当額

483,256千円

減価償却 
累計額相当額

200,286千円

減損損失 
累計額相当額

26,048千円

中間期末残高 
相当額

256,921千円

   合計

取得価額
相当額

537,485千円

減価償却
累計額相当額

215,922千円

減損損失
累計額相当額

24,958千円

中間期末残高
相当額

296,604千円

   合計

取得価額 
相当額

495,786千円

減価償却 
累計額相当額

172,315千円

減損損失 
累計額相当額

17,166千円

期末残高 
相当額

306,304千円

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高

  未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 87,054千円

１年超 192,218千円

合計 279,273千円

  リース資産減損勘定中間期末残

高

18,987千円

 

２ 未経過リース料中間期末残高相

当額及びリース資産減損勘定中

間期末残高

  未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 105,260千円

１年超 214,784千円

合計 320,044千円

  リース資産減損勘定中間期末残

高

18,917千円

 

２ 未経過リース料期末残高相当額

及びリース資産減損勘定期末残

高

  未経過リース料期末残高相当額

１年内 97,082千円

１年超 225,316千円

合計 322,398千円

  リース資産減損勘定期末残高

12,081千円
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前中間会計期間末、当中間会計期間末及び前事業年度末において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。 

  

  

  中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 50,752千円

リース資産減損

勘定の取崩額
5,107千円

減価償却費 
相当額

42,800千円

支払利息相当額 3,389千円

減損損失 ―千円

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 57,661千円

リース資産減損

勘定の取崩額
7,811千円

減価償却費
相当額

50,699千円

支払利息相当額 4,586千円

減損損失 14,647千円

３ 支払リース料、リース資産減損

勘定の取崩額、減価償却費相当

額、支払利息相当額及び減損損

失

支払リース料 105,364千円

リース資産減損

勘定の取崩額
17,026千円

減価償却費 
相当額

89,996千円

支払利息相当額 7,367千円

減損損失 5,012千円

４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

 ・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 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

 ・減価償却費相当額の算定方法

同左

４ 減価償却費相当額及び利息相当

額の算定方法

 ・減価償却費相当額の算定方法

同左

 ・利息相当額の算定方法

  リース料総額とリース物件の取

得価額相当額の差額を利息相当

額とし、各期への配分方法につ

いては、利息法によっておりま

す。

 ・利息相当額の算定方法

同左

 ・利息相当額の算定方法

同左

オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引 オペレーティング・リース取引

未経過リース料

１年内 1,646千円

１年超 1,234千円

合計 2,881千円

未経過リース料

１年内 1,234千円

１年超 ―千円

合計 1,234千円

未経過リース料

１年内 1,646千円

１年超 411千円

合計 2,058千円

(有価証券関係)

(１株当たり情報)
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(重要な後発事象)

前中間会計期間
(自 平成19年３月１日
至 平成19年８月31日)

当中間会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

前事業年度
(自 平成19年３月１日
至 平成20年２月29日)

――― 

 

――― 

 

―――
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当中間連結会計期間における仕入実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １. 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２. 「その他の部門」には「海外関連部門」及び「靴下製造機械関連部門」が含まれております。 

  

当中間連結会計期間における販売実績を事業部門別に示すと、次のとおりであります。 

  

 
(注) １. 金額には、消費税等は含まれておりません。 

２. 「その他の部門」には「海外関連部門」及び「靴下製造機械関連部門」が含まれております。 

３. 主な相手先別の販売実績で当該販売実績の総販売実績に対する割合が100分の10以上の得意先はありませ

ん。 

  

６ 仕入及び販売の状況

(1) 仕入実績

事業部門別

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

金額(千円) 前年同期比(％)

靴下屋関連部門 2,795,626 +13.1

ショセット関連部門 281,741 △12.3

その他の部門 66,006 +29.7

合計 3,143,374 +10.6

(2) 販売実績

事業部門別

当中間連結会計期間
(自 平成20年３月１日
至 平成20年８月31日)

金額(千円) 前年同期比(％)

卸売 2,525,783 +0.1

靴下屋関連部門 小売 2,756,783 +15.4

小計 5,282,566 +7.5

卸売 33,580 △24.4

ショセット関連部門 小売 844,185 △2.1

小計 877,765 △3.2

その他の部門 249,799 +15.9

合計 6,410,131 +6.2
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