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(百万円未満切捨て)

(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 37,188 (△7.8) 537 (△36.9) 966 (  27.8) 824 (  2.7)
19年 8月中間期 40,314 (  0.6) 851 (△31.8) 756 (△45.6) 802 (△82.9)

20年 2月期     85,199 －  2,170 － 1,893 － 1,145 －

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 15 03 15 01
19年 8月中間期 14 26 14 25

 20年 2月期      20 46 20 44

(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 47,750 32,046 66.8 585 47

19年 8月中間期 50,656 32,718 64.4 580 42

20年 2月期     50,240 31,183 61.8 563 11

(参考) 自己資本 20年8月中間期31,919百万円 19年8月中間期32,600百万円 20年2月期31,063百万円

(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 1,466 540 △  403 7,805

19年 8月中間期 △  545 △2,230 △  613 7,040

 20年 2月期      △1,468 △1,548 △1,168 6,216

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 4 00 4 00 8 00

21年 2月期 4 00 ―

21年 2月期(予想) ― 4 00 8 00

  (％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 82,400 (△3.3) 1,900 (△12.5) 2,500 (32.1) 1,650 (44.1) 30 22

－1－



4. その他 

  

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、27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。〕 
  

① 期末発行済株式数(自己株式を含む) 

 
② 期末自己株式数 

 
(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、44ページ「１株当たり情

報」をご覧ください。 
  

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） 

 

   

 
  
(2) 個別財政状態 

 

 
  

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） 

 

 
  
 ※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

(将来に関する記述等についてのご注意) 
1. 近の業績の動向等を踏まえ平成20年9月18日に公表した通期業績予想を修正しております。 
2. 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に基づき作成したものであり、実際の業

績は今後様々な要因によって予想数値と異なる場合があります。 
なお、上記業績予想に関する事項は、3ページを参照してください。 

3. 平成20年3月17日開催の取締役会において、会社法第165条第2項の規定に基づき、自己株式を買受ける
ことを決議いたしました。なお「3. 21年2月期の連結業績予想」及び「(参考) 個別業績の概要 2.
21年2月期の個別業績予想」の1株当たり当期純利益は、当該自己株式の取得の影響を考慮しておりま
す。 

(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）

(3) 発行済株式数（普通株式）

 20年8月中間期 55,282,300株  19年8月中間期 56,682,300株 20年2月期 56,682,300株

   20年8月中間期 763,805株  19年8月中間期 515,278株 20年2月期 1,518,685株

(参考) 個別業績の概要

(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 34,371 (△8.7) 401 (△44.9) 807 (  34.8) 618 (  98.2)
19年 8月中間期 37,644 (  0.8) 730 (△34.6) 599 (△51.9) 312 (△93.6)

 20年 2月期      79,979 － 1,956 － 1,838 － 837 －

１株当たり中間 
(当期)純利益

円 銭

20年 8月中間期 11 28

19年 8月中間期 5 55

20年 2月期     14 95

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 43,985 29,441 66.8 539 27

19年 8月中間期 46,538 30,054 64.5 534 37

20年 2月期     46,158 28,751 62.2 520 47

(参考) 自己資本 20年8月中間期29,400百万円 19年8月中間期30,013百万円 20年2月期28,711百万円

(％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 77,000 (△3.7) 1,800 (△8.0) 2,300 (25.1) 1,450 (73.2) 26 56
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（当中間期の経営成績）  

 当中間連結会計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題に端を発した米国経済の減速

や原油・原材料価格高の影響を受け企業収益が減少傾向にある中、設備投資は伸び悩み、景気は停滞

感を強めました。また、個人消費につきましては、雇用者所得の伸び悩みやガソリン価格・食料品価

格の上昇などから弱めの動きとなりました。  

 当社を取り巻く環境につきましては、消費者の生活防衛意識の高まりにより衣料品消費は冷え込

み、全般的に厳しい状況となりました。また、繊維原料価格の上昇や中国生産における人件費の高騰

などコストアップ要因も多く、企業間競争はさらに厳しさを増しました。  

 このような状況のもと、当社グループといたしましては、マーケティングリサーチを原点にトレン

ドの変化をいち早く汲み取り、お客様のニーズにお応えした商品企画を提案してまいりました。ま

た、品質の安定化、商品供給の短納期化への取り組みに重点をおく一方、仕入コストや物流コストの

削減に取り組んでまいりました。  

 この結果、当連結会計期間における連結売上高は37,188百万円（前年同期比7.8％減）となりまし

た。連結営業利益につきましては537百万円（前年同期比36.9％減）となりましたが、連結経常利益

につきましては、通貨スワップ取引に係る評価益の計上などにより966百万円（前年同期比27.8％

増）、連結中間純利益につきましては824百万円（前年同期比2.7％増）となりました。  

 

 当中間連結会計期間の事業の種類別セグメントの業績は次のとおりであります。  

 

① 繊維製品の製造販売関連事業  

 アパレル分野につきましては、トレンドの変化に対応した商品提案、多品種少ロット型の商品供給

の強化で売上の拡大を図ってまいりましたが、カジュアルボトムスを中心に一部の商品が好調に推移

したもののアパレル分野全体では前年同期比減収となりました。また、テキスタイル分野につきまし

ては、欧州向けの輸出が増加いたしましたが、国内の衣料消費の伸び悩みや企業間競争の激化の影響

を受け前年同期比減収となりました。  

 以上により、当セグメントの売上高は34,836百万円（前年同期比8.7％減）となり、営業利益は456

百万円（前年同期比41.7％減）となりました。  

 

② その他の事業  

 その他の事業につきましては、売上高の主要部分を占める合成樹脂原料等の販売部門において、合

成樹脂原料や包装資材業者への輸入化成品の販売が拡大できたことにより、当セグメントの売上高は

2,352百万円（前年同期比9.1％増）となり、営業利益は71百万円（前年同期比21.0％増）となりまし

た。 

  

（当期の見通しと対処すべき課題）  

 今後の見通しにつきましては、米国金融危機の深刻化などによる世界経済の減速、企業収益の減

少、個人消費の伸び悩みなどの懸念要因により、景気の先行きについては不透明感が続くものと予想

されます。  

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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 当社を取り巻く環境につきましても、衣料品業界におけるブランド削減や出店抑制など商品・店舗戦

略は縮小傾向にあり、企業間競争はますます厳しさを増すものと予想されます。  

 このような環境のもと当社グループといたしましては、アパレル分野においては、引き続きトレン

ドの変化への迅速な対応や、機能性素材・エコロジー素材などを活用した付加価値の高い商品提案な

どにより、マーケットシェアの拡大に努めてまいります。また、中国の協力縫製工場との取り組みを

強化し、生産の効率化を図ってまいります。一方、物流費の抑制に向け、海上輸送効率の向上や国内

での配送センターの再構築にも取り組んでまいります。  

 テキスタイル分野においては、引き続きオリジナル素材の開発、提案力を強化する一方、欧州への

販売についても積極的に拡大してまいります。  

 これらの取り組みに加え、適正在庫管理の徹底による在庫回転率の向上、関係会社を含めたグルー

プ全体の合理化、効率化を推進し、経営基盤の強化を図ってまいります。  

 以上により、通期の業績見通しは、連結売上高82,400百万円（前年比3.3％減）、連結営業利益

1,900百万円（前年比12.5％減）、連結経常利益2,500百万円（前年比32.1％増）、連結当期純利益

1,650百万円（前年比44.1％増）を見込んでおります。  

  

当中間連結会計期間における現金及び現金同等物(以下「資金」という）は、前連結会計年度末に比

べ1,588百万円（25.6％)増加の7,805百万円となりました。 

 (営業活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における営業活動により得られた資金は、税金等調整前中間純利益が1,194百

万円となりましたが、売上債権が減少する一方で、仕入債務の減少や法人税等の支払などにより、

全体では1,466百万円となりました(前中間連結会計期間は545百万円の支出)。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における投資活動により得られた資金は、有形固定資産の取得による支出や

投資有価証券の取得による支出もありましたが、投資有価証券の売却による収入などにより、540百

万円となりました(前中間連結会計期間は2,230百万円の支出)。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間における財務活動により支出した資金は、自己株式の取得や配当金の支払い

などにより403百万円となり、前中間連結会計期間と比較して209百万円(34.2％)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 

債務償還年数:有利子負債／営業キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ:営業キャッシュ・フロー／利息の支払額 

(注) 1. 各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により算出しております。 

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

す。 

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

ローを利用しております。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。また、利息の支払額については、連結キャッ

シュ・フロー計算書の利息の支払額を使用しております。 

   4. 平成19年8月中間期及び平成20年2月期の債務償還年数及びインタレスト・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ため、記載しておりません。 

  

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の重要課題と認識しております。 

 業績の動向、配当性向、配当利回り、市場ニーズに応える商品開発及び将来を展望した事業展開の投

資に必要な内部留保等を総合的に勘案して、積極的かつ安定した配当を継続することを基本方針として

おります。併せて、利益による自己株式の取得も実施してまいります。 

 このような基本方針のもと、当中間期におきましては、１株につき４円の配当を実施することにいた

しました。期末配当につきましても１株につき４円を予定しており、これにより当期の年間配当は１株

につき８円となる見込みであります。 

  

平成19年8月中間期 平成20年2月期 平成20年8月中間期

自己資本比率(％) 64.4 61.8 66.8

時価ベースの自己資本比率(％) 53.3 38.8 39.2

債務償還年数(年) - - 1.1

インタレスト・カバレッジ・
レシオ(倍)

- - 35.1

(3）利益配分に関する基本方針及び当期の配当
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事業等のリスク情報につきましては、下記の通りであります。 

 なお、下記に記載している将来に関する事項は、当中間連結会計期間末において当社グループが判断

したものであります。 

 

 ① 消費者の嗜好の変化などに伴うリスク 

   当社グループが取り扱う衣料品は、ファッショントレンドの変化による影響、景気動向が消 

  費意欲に与える影響、他社との競合による販売価格の抑制などを受けやすい傾向にあります。 

  このような状況下におきまして、当社グループは情報力、分析力の強化による企画精度の向上 

  や生産期間の短縮化を図り、売れ筋商品の開発に努めておりますが、さらなる競合の激化や、 

  予測と異なるトレンドの変化に対して適切な商品政策が実施できない場合、当社グループの業 

  績は影響を受ける可能性があります。 

 

 ② 為替に関するリスク 

   当社グループは、仕入高に占める海外商品の依存度が高く、主として米ドル決済を行ってお 

  ります。為替リスクヘッジのために四半期ごとに仕入予測に基づいた実需の範囲で為替予約を 

  実施しております。しかしながら、予期せぬ為替レートの変動が生じた場合、当社グループの 

  業績は影響を受ける可能性があります。 

 

 ③ 生産地に関するリスク 

   当社グループは、中国や韓国等のアジア地域における生産の依存度が高くなっております。 

  そのため、予期しない法律または規制の変更、不測の政治体制または経済政策の変化、テロ・ 

  戦争・天災・その他要因による国・地域の混乱、重大な影響を及ぼす流行性疾患の蔓延などに 

  より、商品の調達に支障が生じた場合、当社グループの業績は影響を受ける可能性がありま 

  す。 

 

 ④ 販売先に関するリスク 

  ⅰ）売上高依存度 

    当社グループの販売先上位５社における売上高依存度は約30％であります。当社グループ 

   は主力販売先との緊密な関係を強化するよう常に心掛けるとともに、新規販路の拡大を重要 

   な営業政策としておりますが、販売先の経営方針の変更等予期せぬ事態により取引の中断や 

   取引の継続に支障が生じた場合、当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。 

  ⅱ）与信面 

    当社グループにおける主要な販売先は、量販店、専門店・一般小売店、百貨店等の小売業 

   者及び衣料品卸売業者と多岐にわたります。当社グループにおいては、これらの販売先に対 

   して、社内規定等に基づいた与信管理を徹底し、万全な債権の保全に努めておりますが、予 

   期せぬ経営破綻等により貸倒損失の発生や、売上高の減少が生じた場合、当社グループの業 

   績は影響を受ける可能性があります。 

 

 

(4) 事業等のリスク
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⑤ 天候に関するリスク 

   婦人服・婦人洋品をはじめとした当社グループの主要製品は、シーズン性が強いアパレル製 

  品の割合が高く、冷夏・暖冬等の天候不順によりシーズン商品の販売が予測と大きく異なった 

  場合、当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。 

 

 ⑥ 個人情報に関するリスク 

   当社グループは、個人情報保護に関して、情報の利用や管理等について社内で安全管理体制 

  を整えておりますが、予期せぬ事由によって外部漏洩が発生し、社会的信用の低下や損害賠償 

  責任が生じた場合、当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。 

 

 ⑦ 新規事業に伴うリスク 

   当社グループは、企業価値を高めていくために、顧客や市場の変化に柔軟に対応した業態開 

  発や、ブランド開発などの事業投資に積極的に取り組んでおります。事業投資については予め 

  充分な調査・研究を行っておりますが、市場環境の変化により、事業活動が計画どおりに進捗 

  しなかった場合、当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。 

 

 ⑧ 品質に関するリスク 

   当社グループは、商品の品質管理におきまして、厳しい品質基準を設け適切な管理体制のも 

  と対応しておりますが、当社グループまたは仕入先などに原因が存する予期せぬ事由により、 

  商品の製造物責任を問われる事故が発生し、当社グループの企業・ブランドイメージの低下や 

  損害賠償責任が生じた場合、当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。 

   また、商品の品質不良発生により主力販売先と取引が継続できない状態が生じた場合、当社 

  グループの業績は影響を受ける可能性があります。 

 

 ⑨ ライセンス契約に関するリスク 

   当社グループは様々な企業からライセンス供与を受けておりますが、契約の満了、解除または 

  大幅な条件変更があった場合、当社グループの業績は影響を受ける可能性があります。 
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当社グループは当社及び子会社8社（連結子会社7社、非連結子会社1社）で構成されており、その主な事

業内容は各種繊維製品の製造・販売であり、更にその他の事業として、合成樹脂販売、物流加工業、リース

業等の事業活動を展開しています。 

 当社グループの事業に係わる位置付け及び事業の種類別セグメントとの関連は、次のとおりであります。

  

繊維製品の製造販売関連事業 ……  当社は各種繊維製品の商品企画を行い、国内外から仕入れた商品を、

主に国内市場で販売しております。子会社ティー・エフ・シー㈱は、縫

製加工した二次製品を主にグループ外の自社販路に販売しており、当社

企画商品の縫製前工程であるパターン、サンプルを専門に作製、当社に

納入しております。 

 その他に、当社の海外生産品の品質・納期管理、検品を行う子会社瀧

兵香港有限公司及び子会社タキヒヨー(上海)有限公司と、イタリア産の

生地や二次製品の買付けを行うTAKIHYO ITALIA S.R.L.を有しておりま

す。 

その他の事業        ……  合成樹脂、化成品等販売の子会社㈱タキヒヨーケミカは、当社グルー

プ企業と一部取引はありますが、ほぼ全量を自社販路へ販売しておりま

す。 

 また、当社商品の物流加工業務を行う子会社㈱タキヒヨー・オペレー

ション・プラザ及び子会社㈱中部流通センターと、主に当社グループ企

業に対しての機器リース及び不動産の賃貸管理を行う子会社ティー・テ

ィー・シー㈱を有しております。 

  

２ 企業集団の状況
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 以上のグループの状況について事業系統図を示すと次のとおりであります。 

  

 

  

  

 ※１ 連結子会社であります。 

 ※２ 非連結子会社であります。 

 ※３ ティー・エフ・シー㈱(存続会社)と㈱タキヒヨーテクニーは合併しております。   

 ※４ タキヒヨー(上海)有限公司は新規設立しております。 

 ※５ ㈱マサキ・マツシマ・ジャパンは清算結了しております。 
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当社グループは、｢夢のあるおもしろい企業を創り、心の豊かな社会を目指す｣を経営理念として掲

げ、企画、生産、物流、販売までの一貫した業務を通して、お客様の多様なライフスタイルにあわせた

ファッション及びその関連商品を提供することにより社会に貢献するとともに、常に新たな挑戦を続け

ることにより収益を高め、企業価値を向上させることを基本方針としております。 

  

当社は、創業以来一貫して従事してまいりました繊維関連事業の健全かつ安定的な発展を目指す中

で、中長期的に業績の向上に努め、資本効率を高めより安定的な企業価値の向上を目指し、経営指標と

して自己資本当期純利益率（ＲＯＥ）10％を目標としております。 

  

当社グループは、 新のトレンドを取り入れ消費者ニーズに即応した商品開発力の強化、当社主導に

よる企画提案型のＯＥＭ対応力の強化、多品種少ロット・短納期化ニーズへの対応、一方で在庫回転率

の向上や組織のスリム化、中国への生産シフトなどにより効率性を高め、業績向上に取り組んでまいり

ます。また、婦人服と服飾雑貨のＳＰＡ型小売店の展開や高級雑貨・小物の小売店の充実など小売事業

の強化にも積極的に取り組み、企業価値の 大化を目指してまいります。 

  

３ページ「１.経営成績(1)経営成績に関する分析 (当期の見通しと対処すべき課題)」に記載のとお

りであります。 

  

３ 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

(4) 会社の対処すべき課題
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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(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 ※２ 7,348 8,019 6,281

 ２ 受取手形及び
   売掛金

※３ 18,742 17,942 20,908

 ３ たな卸資産 3,957 3,701 4,072

 ４ その他 946 1,487 924

 ５ 貸倒引当金 △11 △12 △10

   流動資産合計 30,983 61.2 31,138 65.2 32,177 64.0

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産

  １ 建物及び
    構築物

※１ 1,429 1,841 1,577

  ２ 土地 2,526 2,774 2,698

  ３ その他 ※１ 926 1,698 1,596

   有形固定資産
   合計

4,882 9.6 6,315 13.2 5,872 11.7

 (2) 無形固定資産 127 0.3 118 0.3 123 0.3

 (3) 投資その他の
   資産

  １ 投資有価証券 13,540 8,745 10,679

  ２ 長期差入
    保証金

※２ 574 872 861

  ３ 保険積立金 136 126 141

  ４ その他 637 589 522

  ５ 貸倒引当金 △225 △155 △139

   投資その他の
   資産合計

14,663 28.9 10,178 21.3 12,066 24.0

   固定資産合計 19,672 38.8 16,611 34.8 18,062 36.0

   資産合計 50,656 100.0 47,750 100.0 50,240 100.0
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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(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形及び
   買掛金

※2,3 11,548 10,411 11,859

 ２ 短期借入金 275 395 340

 ３ 未払金 1,844 2,180 1,961

 ４ 未払法人税等 512 253 874

 ５ 賞与引当金 164 148 147

 ６ 返品調整引当金 93 69 82

 ７ その他 1,246 620 1,949

   流動負債合計 15,685 31.0 14,078 29.5 17,214 34.3

Ⅱ 固定負債

 １ 退職給付引当金 851 446 386

 ２ 役員退職慰労
   引当金

263 236 263

 ３ その他
1,138 942 1,193

   固定負債合計 2,253 4.4 1,625 3.4 1,842 3.6

   負債合計 17,938 35.4 15,703 32.9 19,057 37.9

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 3,622 7.2 3,622 7.6 3,622 7.2

 ２ 資本剰余金 4,148 8.2 4,148 8.7 4,148 8.3

 ３ 利益剰余金 23,401 46.2 23,493 49.2 23,518 46.8

 ４ 自己株式 △300 △0.6 △275 △0.6 △696 △1.4

   株主資本合計 30,871 61.0 30,988 64.9 30,593 60.9

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券
   評価差額金

2,062 4.1 930 1.9 1,347 2.7

 ２ 繰延ヘッジ損益 △306 △0.6 315 0.7 △581 △1.2

 ３ 土地再評価
   差額金

△40 △0.1 △269 △0.6 △269 △0.5

 ４ 為替換算調整
   勘定

13 0.0 △46 △0.1 △26 △0.1

   評価・換算差額
   等合計

1,728 3.4 930 1.9 469 0.9

Ⅲ 新株予約権 40 0.1 41 0.1 40 0.1

Ⅳ 少数株主持分 77 0.1 86 0.2 79 0.2

   純資産合計 32,718 64.6 32,046 67.1 31,183 62.1

   負債
   純資産合計

50,656 100.0 47,750 100.0 50,240 100.0
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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(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 40,314 100.0 37,188 100.0 85,199 100.0

Ⅱ 売上原価 31,822 78.9 29,537 79.4 68,000 79.8

  売上総利益 8,492 21.1 7,651 20.6 17,198 20.2

  返品調整引当金
  繰入差額

△14 △0.0 △13 △0.0 △25 △0.0

  (差引)売上総利益 8,506 21.1 7,664 20.6 17,223 20.2

Ⅲ 販売費及び
  一般管理費

 １ 運賃及び
   物流諸掛

2,131 1,904 4,435

 ２ 広告宣伝及び
   販売促進費

173 159 389

 ３ 貸倒引当金
   繰入額

3 17 -

 ４ 給料諸手当 2,310 2,251 4,636

 ５ 賞与金 472 347 789

 ６ 福利厚生費 525 490 967

 ７ 賞与引当金
   繰入額

142 127 123

 ８ 退職給付費用 278 246 515

 ９ 役員退職慰労
   引当金繰入額

8 ― 8

 10 旅費交通費 346 342 715

 11 通信費 132 127 267

 12 賃借料 509 486 1,009

 13 減価償却費 85 81 170

 14 その他 534 7,654 19.0 540 7,126 19.2 1,023 15,052 17.7

   営業利益 851 2.1 537 1.4 2,170 2.5

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 70 64 155

 ２ 受取配当金 51 57 86

 ３ 不動産賃貸料 18 19 35

 ４ 為替差益 19 ― ―

 ５ 投資有価証券
   持分利益

28 1 86

 ６ デリバティブ 
   評価益

― 448 ―

 ７ 雑収入 63 250 0.6 81 672 1.8 125 489 0.6

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 93 44 201

 ２ 不動産賃貸費用 7 7 14

  ３ 為替差損 ― 171 70

 ４ デリバティブ
   評価損

232 ― 448

 ５ 雑損失 11 345 0.8 19 243 0.6 30 766 0.9

   経常利益 756 1.9 966 2.6 1,893 2.2
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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(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券
   売却益

42 225 61

 ２ 固定資産売却益 ※１ 649 ― 649

 ３ 本社移転
   補償金

― 88 ―

 ４ その他の
   特別利益

0 691 1.7 4 318 0.8 4 715 0.8

Ⅶ 特別損失

 １ 投資有価証券
   評価損

85 45 225

 ２ 関係会社 
   整理損失

― 16 ―

 ３ 固定資産売却損 0 ― 0

 ４ 固定資産除却損 ※２ 1 4 5

 ５ 本社移転費用 ― 15 ―

 ６ その他の
   特別損失

2 90 0.2 8 90 0.2 124 355 0.4

   税金等調整前
   中間(当期)
   純利益

1,358 3.4 1,194 3.2 2,253 2.6

   法人税、住民税
   及び事業税

489 207 940

   法人税等調整額 58 547 1.4 156 363 1.0 157 1,098 1.3

   少数株主利益 7 0.0 6 0.0 9 0.0

   中間(当期)
   純利益

802 2.0 824 2.2 1,145 1.3
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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(百万円) 3,622 4,148 23,051 △5 30,817

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △453 △453

 中間純利益 802 802

 自己株式の取得 △295 △295

 自己株式の処分 0 0

 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
(百万円)

― ― 349 △295 54

平成19年８月31日残高(百万円) 3,622 4,148 23,401 △300 30,871

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
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(百万円) 2,962 258 △40 △1 3,179 ― 69 34,066

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △453

 中間純利益 802

 自己株式の取得 △295

 自己株式の処分 0

 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)

△900 △565 15 △1,450 40 7 △1,402

中間連結会計期間中の変動額合計
(百万円)

△900 △565 ― 15 △1,450 40 7 △1,348

平成19年８月31日残高(百万円) 2,062 △306 △40 13 1,728 40 77 32,718
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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(百万円) 3,622 4,148 23,518 △696 30,593

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △220 △220

 中間純利益 824 824

 自己株式の取得 △238 △238

 自己株式の処分 0 29 30

 自己株式の消却 △630 630 ―

 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
(百万円)

― ― △25 420 395

平成20年８月31日残高(百万円) 3,622 4,148 23,493 △275 30,988

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
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(百万円) 1,347 △581 △269 △26 469 40 79 31,183

中間連結会計期間中の変動額

 剰余金の配当 △220

 中間純利益 824

 自己株式の取得 △238

 自己株式の処分 30

 自己株式の消却 ―

 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)

△417 896 ― △19 460 1 6 468

中間連結会計期間中の変動額合計
(百万円)

△417 896 ― △19 460 1 6 863

平成20年８月31日残高(百万円) 930 315 △269 △46 930 41 86 32,046
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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(百万円) 3,622 4,148 23,051 △5 30,817

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △678 △678

 当期純利益 1,145 1,145

 自己株式の取得 △691 △691

 自己株式の処分 △0 0 0

 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)

― ― 467 △690 △223

平成20年２月29日残高(百万円) 3,622 4,148 23,518 △696 30,593

評価・換算差額等

新株予約権
少数株主
持分

純資産合計その他
有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
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(百万円) 2,962 258 △40 △1 3,179 ― 69 34,066

連結会計年度中の変動額

 剰余金の配当 △678

 当期純利益 1,145

 自己株式の取得 △691

 自己株式の処分 0

 株主資本以外の項目の連結
 会計年度中の変動額(純額)

△1,615 △840 △228 △25 △2,709 40 9 △2,659

連結会計年度中の変動額合計
(百万円)

△1,615 △840 △228 △25 △2,709 40 9 △2,883

平成20年２月29日残高(百万円) 1,347 △581 △269 △26 469 40 79 31,183
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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)

前連結会計年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(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(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅰ 営業活動による
  キャッシュ・フロー

 １ 税金等調整前中間
   (当期)純利益

1,358 1,194 2,253

 ２ 減価償却費 119 135 241

 ３ 貸倒引当金の増減額
   (△は減少)

3 17 △83

 ４ 賞与引当金の増減額
   (△は減少)

△3 1 △20

 ５ 返品調整引当金の減少額 △14 △13 △25

 ６ 退職給付引当金の増減額 
      (△は減少)

△28 60 △493

 ７ 受取利息及び受取配当金 △122 △121 △242

 ８ 支払利息 93 44 201

 ９ デリバティブ評価損益 232 △448 448

 10 投資有価証券売却益 △42 △225 △61

 11  有形固定資産売却益 △649 ― △649

 12 投資有価証券評価損 85 45 225

 13 有形固定資産売却損 0 ― 0

 14 有形固定資産除却損 12 167 20

 15 売上債権の減少額 2,593 2,964 424

 16 たな卸資産の減少額 513 371 398

 17 仕入債務の減少額 △1,588 △1,447 △1,277

 18 その他 △752 △586 △353

    小計 1,811 2,162 1,007

 19 利息及び配当金の受取額 93 142 199

 20 利息の支払額 △86 △41 △195

 21 法人税等の支払額 △2,364 △797 △2,479

   営業活動による
   キャッシュ・フロー

△545 1,466 △1,468
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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)

前連結会計年度の
要約キャッシュ・
フロー計算書

(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(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

Ⅱ 投資活動による
  キャッシュ・フロー

 １ 定期預金の預入による支出 △257 △149 △65

 ２ 有形固定資産の取得による
   支出

△157 △720 △1,260

 ３ 有形固定資産の売却による
   収入

1,483 ― 1,483

 ４ 投資有価証券の取得による
   支出

△5,034 △667 △7,365

 ５ 投資有価証券の売却による
   収入

1,206 2,076 4,573

 ６ 投資有価証券の償還による
   収入

500 ― 600

 ７ 投資有価証券持分の回収
   による収入

34 4 395

 ８ 貸付けによる支出 △56 △21 △63

 ９ 貸付金の回収による収入 35 18 86

 10 出資金の回収による収入 16 0 16

 11 その他 △0 △0 50

   投資活動による
   キャッシュ・フロー

△2,230 540 △1,548

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 135 55 200

 ２ 配当金の支払額 △453 △220 △678

 ３ 自己株式の取得による
   支出

△295 △238 △691

 ４ その他 0 0 0

   財務活動による
   キャッシュ・フロー

△613 △403 △1,168

Ⅳ 現金及び現金同等物に係る
  換算差額

11 △13 △15

Ⅴ 現金及び現金同等物の増減額
  (△は減少)

△3,378 1,588 △4,202

Ⅵ 現金及び現金同等物の
  期首残高

10,419 6,216 10,419

Ⅶ 現金及び現金同等物の
  中間期末(期末)残高

7,040 7,805 6,216
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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

(1) 連結子会社の数 ８社

  連結子会社の名称

  ティー・エフ・シー㈱

  ティー・ティー・シー

㈱

  ㈱タキヒヨーケミカ

  瀧兵香港有限公司

  ㈱タキヒヨー・オペレ

ーション・プラザ

  ㈱タキヒヨーテクニー

  ㈱中部流通センター

  ㈱マサキ・マツシマ・

ジャパン

(1) 連結子会社の数 ７社

  連結子会社の名称

  ティー・エフ・シー㈱

  ティー・ティー・シー

㈱

  ㈱タキヒヨーケミカ

  瀧兵香港有限公司

  ㈱タキヒヨー・オペレ

ーション・プラザ

  ㈱中部流通センター

  タキヒヨー(上海)有限

公司

  ㈱タキヒヨーテクニー

はティー・エフ・シー

㈱と合併したため、当

中間連結会計期間より

連結範囲から除いてお

ります。

  タキヒヨー(上海)有限

公司は新規設立したた

め、当中間連結会計期

間より連結範囲に含め

ております。

  ㈱マサキ・マツシマ・

ジャパンは清算結了し

たため、当中間連結会

計期間より連結範囲か

ら除いております。

(1) 連結子会社の数 ８社

  連結子会社の名称

  ティー・エフ・シー㈱

  ティー・ティー・シー

㈱

  ㈱タキヒヨーケミカ

  瀧兵香港有限公司

  ㈱タキヒヨー・オペレ

ーション・プラザ

  ㈱タキヒヨーテクニー

  ㈱中部流通センター

  ㈱マサキ・マツシマ・

ジャパン

(2) 主要な非連結子会社の

名称

  TAKIHYO ITALIA S.R.L.

  TAKIHYO ITALIA S.R.L.

は平成19年6月6日付で

TAKIHYO ITALIA S.P.A.

より会社形態及び商号

の変更をしておりま

す。

(2) 主要な非連結子会社の

名称

  TAKIHYO ITALIA S.R.L.

(2) 主要な非連結子会社の

名称

  TAKIHYO ITALIA S.R.L.

  TAKIHYO ITALIA S.R.L.

は平成19年6月6日付で

TAKIHYO ITALIA S.P.A.

より会社形態及び商号

の変更をしておりま

す。

(3) 非連結子会社について

連結の範囲から除いた

理由

  非連結子会社１社は、

小規模会社であり、合

計の総資産、売上高、

中間純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は

いずれも中間連結財務

諸表に重要な影響を及

ぼしていないためであ

ります。

(3) 非連結子会社について

連結の範囲から除いた

理由

同左

(3) 非連結子会社について

連結の範囲から除いた

理由

  非連結子会社１社は、

小規模会社であり、合

計の総資産、売上高、

当期純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金

(持分に見合う額)等は

いずれも連結財務諸表

に重要な影響を及ぼし

ていないためでありま

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)

２ 持分法の適用に

関する事項

(1) 持分法適用会社の数

０社

(1) 持分法適用会社の数

０社

(1) 持分法適用会社の数

０社

(2) 持分法を適用しない主

要な非連結子会社の名

称

  TAKIHYO ITALIA S.R.L.

  TAKIHYO ITALIA S.R.L.

は平成19年6月6日付で

TAKIHYO ITALIA S.P.A.

より会社形態及び商号

の変更をしておりま

す。

(2) 持分法を適用しない主

要な非連結子会社の名

称

  TAKIHYO ITALIA S.R.L.

(2) 持分法を適用しない主

要な非連結子会社の名

称

  TAKIHYO ITALIA S.R.L.

  TAKIHYO ITALIA S.R.L.

は平成19年6月6日付で

TAKIHYO ITALIA S.P.A.

より会社形態及び商号

の変更をしておりま

す。

(3) 非連結子会社について

持分法の適用範囲から

除いた理由

  持分法を適用していな

い非連結子会社１社

は、中間連結純損益及

び連結利益剰余金等に

及ぼす影響が軽微であ

り、かつ全体としても

重要性がないためであ

ります。

(3) 非連結子会社について

持分法の適用範囲から

除いた理由

同左

(3) 非連結子会社について

持分法の適用範囲から

除いた理由

  持分法を適用していな

い非連結子会社1社は、

連結純損益及び連結利

益剰余金等に及ぼす影

響が軽微であり、かつ

全体としても重要性が

ないためであります。

３ 連結子会社の(中

間)決算日等に関

する事項

連結子会社のうち、瀧兵香

港有限公司の中間決算日は

６月 30日であります。な

お、決算日の差異が３ヶ月

を超えないため、当該中間

決算日に係る財務諸表を連

結しており、中間連結決算

日との間に重要な取引が生

じた場合には、連結上必要

な調整を行うことにしてお

ります。他の連結子会社の

中間決算日と中間連結決算

日は一致しております。

連結子会社のうち、瀧兵香

港有限公司及びタキヒヨー

(上海)有限公司の中間決算

日は６月30日であります。

なお、決算日の差異が３ヶ

月を超えないため、当該中

間決算日に係る財務諸表を

連結しており、中間連結決

算日との間に重要な取引が

生じた場合には、連結上必

要な調整を行うことにして

おります。他の連結子会社

の中間決算日と中間連結決

算日は一致しております。

連結子会社のうち、瀧兵香

港有限公司の決算日は12月

31日であります。なお、決

算日の差異が３ヶ月を超え

ないため、当該決算日に係

る財務諸表を連結してお

り、連結決算日との間に重

要な取引が生じた場合に

は、連結上必要な調整を行

うことにしております。他

の連結子会社の事業年度末

日と連結決算日は一致して

おります。

４ 会計処理基準に

関する事項

 (1) 重要な資産の

評価基準及び

評価方法

(a) たな卸資産

  商品

   主として移動平均法

による低価法

  製品・仕掛品・原材料

   主として個別原価法

による原価法

(a) たな卸資産

  商品

同左

  製品・仕掛品・原材料

同左

(a) たな卸資産

  商品

同左

  製品・仕掛品・原材料

同左

  貯蔵品

   終仕入原価法によ

る原価法

  貯蔵品

同左

  貯蔵品

同左

タキヒヨー㈱ (9982) 平成21年2月期 中間決算短信

－21－



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)

(b) 有価証券
  その他有価証券
   時価のあるもの
    中間決算期末日の

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)

(b) 有価証券
  その他有価証券
   時価のあるもの

同左

(b) 有価証券
  その他有価証券
   時価のあるもの
    決算期末日の市場

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
    移動平均法による

原価法

   時価のないもの
同左

   時価のないもの
同左

(c) デリバティブ
  時価法

(c) デリバティブ
同左

(c) デリバティブ
同左

 (2) 重要な減価償
却資産の減価
償却の方法

(a) 有形固定資産
  定率法
  なお、耐用年数及び残

存価額については、法
人税法に規定する方法
と同一の基準によって
おります。

  但し、平成10年４月１
日以降に取得した建物
( 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。

  (少額減価償却資産)
  取得価額が10万円以上

20万円未満の資産につ
いては、３年間で均等
償却する方法を採用し
ております。

(a) 有形固定資産
  定率法
  なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定
する方法と同一の基準
によっております。

  但し、平成10年４月１
日以降に取得した建物
( 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。

  (少額減価償却資産)
  取得価額が10万円以上

20万円未満の資産につ
いては、３年間で均等
償却する方法を採用し
ております。

  (追加情報)

(a) 有形固定資産
  定率法
  なお、耐用年数及び残

存価額については、法
人税法に規定する方法
と同一の基準によって
おります。

  但し、平成10年４月１
日以降に取得した建物
( 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。

  (少額減価償却資産)
  取得価額が10万円以上

20万円未満の資産につ
いては、３年間で均等
償却する方法を採用し
ております。

  当社及び国内連結子会
社は、平成19年度の税
制改正に伴い、平成19
年３月31日以前に取得
した資産については、
改正前の法人税法に基
づく減価償却の方法の
適用により取得価額の
５％に到達した連結会
計年度の翌連結会計年
度 よ り、取 得 価 額 の
５％相当額と備忘価額
との差額を５年間にわ
たり均等償却すること
とし、減価償却費に含
めて計上しておりま
す。 
なお、これによる損益
に与える影響は軽微で
あります。

タキヒヨー㈱ (9982) 平成21年2月期 中間決算短信

－22－



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)

(b) 無形固定資産
  定額法
  なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定
する方法と同一の基準
によっております。
但し、ソフトウェア(自
社利用)については、社
内における利用可能期
間(５年)に基づく定額
法を採用しておりま
す。

(b) 無形固定資産
同左

(b) 無形固定資産
同左

(c) 長期前払費用
  定額法
  なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定
する方法と同一の基準
によっております。

(c) 長期前払費用
同左

(c) 長期前払費用
同左

 (3) 重要な引当金
の計上基準

(a) 貸倒引当金
  売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるた
め、一般債権について
は貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の
債権については個別に
回収可能性を検討し、
回収不能見込額を計上
しております。

(a) 貸倒引当金
同左

(a) 貸倒引当金
同左

(b) 賞与引当金 
従業員の賞与の支払に
備えるため、支給見込
額のうち、当中間連結
会計期間の負担額を計
上しております。

(b) 賞与引当金
同左

(b) 賞与引当金 
従業員の賞与の支払に
備えるため、支給見込
額のうち、当期の負担
額を計上しておりま
す。

(c) 返品調整引当金

  タキヒヨー㈱は返品に

よる損失に備えるた

め、過去の返品率等を

勘案し、損失見込額を

計上しております。

(c) 返品調整引当金

同左

(c) 返品調整引当金

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)

(d) 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。

  数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)に

よる定額法により、翌

連結会計年度から費用

処理することとしてお

ります。

 （追加情報）

  タキヒヨー㈱は平成19

年9月1日付で退職給付制

度の改定を行い適格退職

年金制度及び退職一時金

制度を廃止し、新たに確

定給付企業年金制度及び

確定拠出年金制度（前払

退職金との選択制）を導

入いたします。

  移行に伴う会計処理に

関しては、「退職給付制

度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準

適 用 指 針 第 1 号）及 び

「退職給付制度間の移行

等の会計処理に関する実

務上の取扱い」（実務対

応報告第2号）を適用し

ております。

  本移行に伴う影響は軽

微であります。

(d) 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。

  数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)に

よる定額法により、翌

連結会計年度から費用

処理しております。

  過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による

定額法により費用処理

しております。

(d) 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。

  数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)に

よる定額法により、翌

連結会計年度から費用

処理しております。

  過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による

定額法により費用処理

しております。

 （追加情報）

  タキヒヨー㈱は平成19

年9月1日付で退職給付制

度の改定を行い、適格退

職年金制度及び退職一時

金制度を廃止し、新たに

確定給付企業年金制度及

び確定拠出年金制度（前

払退職金との選択制）を

導入しております。

  移行に伴う会計処理に

関しては、「退職給付制

度間の移行等に関する会

計処理」（企業会計基準

適 用 指 針 第 1 号）及 び

「退職給付制度間の移行

等の会計処理に関する実

務上の取扱い」（実務対

応報告第2号）を適用し

ております。

  本移行に伴う影響は軽

微であります。
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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)

(e) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支

払に備えるため、内規

に基づき、タキヒヨー

㈱は平成19年5月23日

（第 96期定時株主総

会）、㈱中部流通セン

ターは平成19年5月18日

（第 41期定時株主総

会）までの在任期間に

対応する要支給額を計

上しております。

 （追加情報）

  タキヒヨー㈱は平成19

年5月23日開催、㈱中部

流通センターは平成19年

5月18日開催の定時株主

総会終結の時をもって役

員退職慰労金制度を廃止

いたしました。

  また、役員退職慰労金

制度廃止日までの在任期

間を対象とする退職慰労

金の打ち切り支給につい

ては、各取締役及び各監

査役の退任時に支給する

こととしております。

  なお、タキヒヨー㈱及

び㈱中部流通センターの

株主総会において、各取

締役及び各監査役ごとの

当該退職慰労金について

の承認決議が行われてい

ないため、引き続き「役

員退職慰労引当金」とし

て計上しております。

(e) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支

払に備えるため、内規

に基づき、タキヒヨー

㈱は平成19年5月23日

（第 96期定時株主総

会）、㈱中部流通セン

ターは平成19年5月18日

（第 41期定時株主総

会）までの在任期間に

対応する要支給額を計

上しております。

  

(e) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支

払に備えるため、内規

に基づき、タキヒヨー

㈱は平成19年5月23日

（第 96期定時株主総

会）、㈱中部流通セン

ターは平成19年5月18日

（第 41期定時株主総

会）までの在任期間に

対応する要支給額を計

上しております。

 （追加情報）

  タキヒヨー㈱は平成19

年5月23日開催、㈱中部

流通センターは平成19年

5月18日開催の定時株主

総会終結の時をもって役

員退職慰労金制度を廃止

いたしました。

  また、役員退職慰労金

制度廃止日までの在任期

間を対象とする退職慰労

金の打ち切り支給につい

ては、各取締役及び各監

査役の退任時に支給する

こととしております。

  なお、タキヒヨー㈱及

び㈱中部流通センターの

株主総会において、各取

締役及び各監査役ごとの

当該退職慰労金について

の承認決議が行われてい

ないため、引き続き「役

員退職慰労引当金」とし

て計上しております。

(f) ―――――――― (f) ―――――――― (f) 関係会社整理損失引当

金

  関係会社の整理に伴う

損失に備えるため、関

係会社の財政状態等を

勘案して計上しており

ます。

 (4) 重要な外貨建

の資産又は負

債の本邦通貨

への換算基準

外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。なお、在外子会社

等の資産、負債、収益及び

費用は中間決算日の直物為

替相場により円貨に換算

し、換算差額は純資産の部

における為替換算調整勘定

に含めております。

同左 外貨建金銭債権債務は、連

結決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。なお、在外子会社

等の資産、負債、収益及び

費用は決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換

算差額は純資産の部におけ

る為替換算調整勘定に含め

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)

 (5) 重要なリース

取引の処理方

法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。

同左 同左

 (6) 重要なヘッジ

会計の方法

(a) ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、

為替予約及び通貨スワ

ップについては、振当

処理の要件を満たして

いる場合は振当処理を

採用しております。

(a) ヘッジ会計の方法

同左

(a) ヘッジ会計の方法

同左

(b) ヘッジ手段とヘッジ対

象

ヘッジ手段 ヘッジ対象

為替予約
外貨建金銭
債権債務

通貨
スワップ

外貨建金銭
債務

(b) ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左

(b) ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左

(c) ヘッジ方針

  主として、当社の社内

管理規定に基づき、為

替変動リスクをヘッジ

しております。

(c) ヘッジ方針

同左

(c) ヘッジ方針

同左

(d) ヘッジ有効性評価の方

法

  為替予約及び通貨スワ

ップにおいては、すべ

てが将来の実需取引に

基づくものであり、実

行の可能性が極めて高

いため有効性の判定を

省略しております。

(d) ヘッジ有効性評価の方

法

同左

(d) ヘッジ有効性評価の方

法

同左

 (7) その他中間連

結財務諸表(連

結財務諸表)作

成のための重

要な事項

消費税等の会計処理

 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

５ 中間連結キャッ

シュ・フロー計

算書(連結キャッ

シュ・フロー計

算書)における資

金の範囲

中間連結キャッシュ・フロ

ー計算書における資金(現金

及び現金同等物)は、手許現

金、随時引き出し可能な預

金及び容易に換金可能であ

り、かつ価値の変動につい

て僅少なリスクしか負わな

い取得日から３ヶ月以内に

償還期限の到来する短期投

資からなっております。

同左 連結キャッシュ・フロー計

算書における資金(現金及び

現金同等物)は、手許現金、

随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、

かつ価値の変動について僅

少なリスクしか負わない取

得日から３ヶ月以内に償還

期限の到来する短期投資か

らなっております。
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(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)

(固定資産の減価償却方法)

 当中間連結会計期間より、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の減

価償却については、改正後の法人税

法に基づく方法に変更しておりま

す。

 なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

―――――――――― (固定資産の減価償却方法)

 当連結会計年度より、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の減価

償却については、改正後の法人税法

に基づく方法に変更しております。

 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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(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

3,058百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

3,032百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

3,077百万円

 

※２ 担保に供している資産

現金及び預金 50百万円

   上記資産を買掛金12百万円の

担保に供しております。

 
 
 

 

※２ 担保に供している資産

現金及び預金 50百万円

長期差入保証金 33百万円

 計 83百万円

   上記資産を買掛金47百万円の

担保に供しております。

 

※２ 担保に供している資産

現金及び預金 50百万円

長期差入保証金 33百万円

 計 83百万円

   上記資産を買掛金55百万円の

担保に供しております。

※３    ――――――― ※３ 中間連結会計期間末日満期手

形の処理については、手形交

換日をもって決済処理してお

ります。 

なお、当中間連結会計期間の

末日は金融機関の休日であっ

たため、次の中間連結会計期

間末日満期手形が中間連結会

計期間末残高に含まれており

ます。

受取手形 289百万円
支払手形 114百万円

※３    ―――――――

(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 固定資産売却益の内容は次の

とおりであります。

建物 6百万円

車両運搬具 0百万円

器具備品 0百万円

土地 642百万円

計 649百万円

※１    ―――――――

 

※１ 固定資産売却益の内容は次の

とおりであります。

建物 6百万円

車両運搬具 0百万円

器具備品 0百万円

土地 642百万円

計 649百万円

※２ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。

建物 1百万円

器具備品 0百万円

計 1百万円

※２ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。

建物 2百万円

器具備品 2百万円

計 4百万円

※２ 固定資産除却損の内容は次の

とおりであります。

建物 4百万円

器具備品 1百万円

計 5百万円
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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) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) １ 普通株式の自己株式の増加505,040株は、単元未満株式の買取りによる増加5,040株及び会社法第165条第2項

の規定に基づく自己株式の取得による増加500,000株であります。 

２ 普通株式の自己株式の減少1,000株は、単元未満株式の買増請求によるものであります。 

  

３．新株予約権等に関する事項 

 
  

  

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
（注）1株当たり配当額は特別配当4.00円を含んでおります。 

  

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

 
  

(中間連結株主資本等変動計算書関係)

前連結会計年度末
(株)

増加
(株)

減少
(株)

当中間連結会計期間末
(株)

普通株式 56,682,300 ― ― 56,682,300

前連結会計年度末
(株)

増加
(株)

減少
(株)

当中間連結会計期間末
(株)

普通株式（注） 11,238 505,040 1,000 515,278

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当中間連結会計
期間末残高
(百万円)前連結会計

年度末
増加 減少

当中間連結
会計期間末

提出会社
(親会社)

ストック・オプションと
しての新株予約権

― ― ― ― ― 40

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5月23日
定時株主総会

普通株式 453 8.00 平成19年2月28日 平成19年5月24日

決議 株式の種類 配当の原資
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10月15日
取締役会

普通株式 利益剰余金 224 4.00 平成19年8月31日 平成19年11月16日
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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) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
(注) 普通株式の発行済株式の減少1,400,000株は、会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却によるものでありま

す。 

  

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) １ 普通株式の自己株式の増加714,300株は、単元未満株式の買取りによる増加3,300株及び会社法第165条第2項

の規定に基づく自己株式の取得による増加711,000株であります。 

２ 普通株式の自己株式の減少1,469,180株は、単元未満株式の買増請求による減少1,180株、ストックオプショ

ンの行使による減少68,000株及び会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却による減少1,400,000株であ

ります。 

  

３．新株予約権等に関する事項 

 
  

  

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
  

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

 
  

前連結会計年度末
(株)

増加
(株)

減少
(株)

当中間連結会計期間末
(株)

普通株式（注） 56,682,300 ― 1,400,000 55,282,300

前連結会計年度末
(株)

増加
(株)

減少
(株)

当中間連結会計期間末
(株)

普通株式（注） 1,518,685 714,300 1,469,180 763,805

会社名 内訳
目的となる
株式の種類

目的となる株式の数（株） 当中間連結会計
期間末残高
(百万円)前連結会計

年度末
増加 減少

当中間連結
会計期間末

提出会社
(親会社)

ストック・オプションと
しての新株予約権

― ― ― ― ― 41

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20年5月21日
定時株主総会

普通株式 220 4.00 平成20年2月29日 平成20年5月22日

決議 株式の種類 配当の原資
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20年10月14日
取締役会

普通株式 利益剰余金 218 4.00 平成20年8月31日 平成20年11月14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) 

１．発行済株式の種類及び総数に関する事項 

 
  

２．自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) １．普通株式の自己株式の増加1,508,947株は、単元未満株式の買取りによる増加8,947株及び会社法第165条第

２項の規定に基づく自己株式の取得による増加1,500,000株であります。 

２．普通株式の自己株式の減少1,500株は、単元未満株式の買増請求によるものであります。 

  

３．新株予約権等に関する事項 

 
  

４．配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

 
(注) １株当たり配当額は特別配当4.00円を含んでおります。 

  

(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 

 
  

  

 
  

前連結会計年度末
(株)

増加
(株)

減少
(株)

当連結会計年度末
(株)

普通株式 56,682,300 ― ― 56,682,300

前連結会計年度末
(株)

増加
(株)

減少
(株)

当連結会計年度末
(株)

普通株式（注） 11,238 1,508,947 1,500 1,518,685

会社名 内訳
目的となる

株式の種類

目的となる株式の数（株） 当連結会計

年度末残高

(百万円)
前連結会計

年度末
増加 減少

当連結会計

年度末

提出会社

(親会社)

ストック・オプションとし

ての新株予約権
― ― ― ― ― 40

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５月23日
定時株主総会(注)

普通株式 453 8.00 平成19年２月28日 平成19年５月24日

平成19年10月15日
取締役会

普通株式 224 4.00 平成19年８月31日 平成19年11月16日

決議 株式の種類 配当の原資
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20年５月21日
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 220 4.00 平成20年２月29日 平成20年５月22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

(平成19年８月31日)

現金及び預金勘定 7,348百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△307百万円

現金及び
現金同等物

7,040百万円

 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

(平成20年８月31日)

現金及び預金勘定 8,019百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△214百万円

現金及び
現金同等物

7,805百万円

 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

(平成20年２月29日)

現金及び預金勘定 6,281百万円

預入期間が３ヶ月
を超える定期預金

△65百万円

現金及び
現金同等物

6,216百万円
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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) 

  

 
  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

繊維製品の製造
販売関連事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

38,157 2,156 40,314 ― 40,314

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2 822 825 (825) ―

計 38,160 2,979 41,139 (825) 40,314

営業費用 37,377 2,920 40,297 (834) 39,463

営業利益 783 59 842 9 851

繊維製品の製造
販売関連事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

34,836 2,352 37,188 ― 37,188

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

― 788 788 (788) ―

計 34,836 3,140 37,976 (788) 37,188

営業費用 34,379 3,068 37,448 (797) 36,650

営業利益 456 71 528 9 537

繊維製品の製造
販売関連事業
(百万円)

その他の事業
(百万円)

計
(百万円)

消去又は全社
(百万円)

連結
(百万円)

売上高

(1) 外部顧客に対する
売上高

80,842 4,356 85,199 ― 85,199

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

2 1,636 1,639 (1,639) ―

計 80,844 5,993 86,838 (1,639) 85,199

営業費用 78,797 5,886 84,683 (1,655) 83,028

営業利益 2,047 107 2,154 16 2,170
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(注) １ 事業区分は、製品の種類・性質及び販売方法の類似性を考慮し、繊維製品の製造販売関連事業、その他の事

業に区分しております。 

２ 各事業の主要な製品 

(1) 繊維製品の製造販売関連事業 

   アパレル………婦人服・婦人洋品、子供洋品・ベビー服、紳士洋品、ホームウェア・インテリア 

   テキスタイル…服地 

(2) その他の事業 

   合成樹脂……合成樹脂原料(レジン)、樹脂フィルム 

   産業資材……産業用繊維、家具、自動車部品 

   物流事業……商品物流関連事業 

   賃貸事業……事務機器等のリース、不動産の賃貸管理 

  

前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間並びに前連結会計年度において、本邦の売上高は、全セ

グメント売上高の合計額に占める割合がいずれも90％超であるため、記載を省略しております。 

  

前中間連結会計期間及び当中間連結会計期間並びに前連結会計年度において、海外売上高は、いずれ

も連結売上高の10％未満であるため、記載を省略しております。 

  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

                                     (単位：百万円、単位未満切捨て) 

 
(注) 1.金額は製造原価であります。 

  2.上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

当中間連結会計期間における仕入実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

                                     (単位：百万円、単位未満切捨て) 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

該当事項はありません。 

  

当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

                                     (単位：百万円、単位未満切捨て) 

 
(注) 主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合は、次のとおりであります。 

 
(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

(生産、受注及び販売の状況)

1. 生産実績

事業の種類別セグメントの名称 金 額 前年同期比(％)

繊維製品の製造販売関連事業 513 △7.5

その他の事業 - -

合 計 513 △7.5

2. 仕入実績

事業の種類別セグメントの名称 金 額 前年同期比(％)

繊維製品の製造販売関連事業 26,365 △7.8

その他の事業 2,303 6.5

合 計 28,669 △6.8

3. 受注状況

4. 販売実績

事業の種類別セグメントの名称 金 額 前年同期比(％)

繊維製品の製造販売関連事業 34,836 △8.7

その他の事業 2,352 9.1

合 計 37,188 △7.8

相手先
前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

販売高(百万円) 割合(％) 販売高(百万円) 割合(％)

㈱しまむら 6,391 15.9 5,721 15.4
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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

及び中間期末残高相当額

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

及び中間期末残高相当額

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)

中間
期末残高
相当額

(百万円)

有形固定
資産
(器具
備品)

7 1 6

無形固定
資産

(ソフト
ウエア)

15 2 13

合計 23 3 19

 (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

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。

 

取得価額
相当額

(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

中間
期末残高
相当額

(百万円)

有形固定
資産
(器具
備品)

7 2 4

無形固定
資産

(ソフト
ウエア)

15 5 10

合計 23 8 15

 (注)    同左
 

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
(器具
備品)

7 1 5

無形固定
資産

(ソフト
ウエア)

15 3 11

合計 23 5 17

 (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固

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。

 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 4百万円

１年超 15百万円

合計 19百万円

 (注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高が有形固定

資産の中間期末残高等に占

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。

 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 4百万円

１年超 10百万円

合計 15百万円

 (注)    同左
 

(2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 4百万円

１年超 12百万円

合計 17百万円

 (注) 未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期

末残高が有形固定資産の期

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。

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 2百万円

減価償却費
相当額

2百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 2百万円

減価償却費
相当額

2百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 4百万円

減価償却費
相当額

4百万円

(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

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左
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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)

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

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

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

 

取得価額
(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

中間
期末残高
(百万円)

その他
(器具
備品)

5 4 1

  

取得価額
(百万円)

減価償却
累計額
(百万円)

中間
期末残高
(百万円)

その他
(器具
備品)

5 4 0

  

取得価額
(百万円)

減価償却
累計額

(百万円)

期末残高
(百万円)

その他
(器具
備品)

5 4 1

 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 1百万円

１年超 1百万円

合計 2百万円

 (注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース

料中間期末残高及び見積残

存価額の残高の合計額が、

営業債権の中間期末残高等

に占める割合が低いため、

受取利子込み法により算定

しております。

 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 1百万円

１年超 ―百万円

合計 1百万円

 (注)    同左
 

(2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 1百万円

１年超 0百万円

合計 1百万円

 (注) 未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期

末残高及び見積残存価額の

残高の合計額が、営業債権

の期末残高等に占める割合

が低いため、受取利子込み

法により算定しておりま

す。

(3) 受取リース料及び減価償却費

受取リース料 0百万円

減価償却費 0百万円

(3) 受取リース料及び減価償却費

受取リース料 0百万円

減価償却費 0百万円

(3) 受取リース料及び減価償却費

受取リース料 1百万円

減価償却費 0百万円
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前中間連結会計期間末(平成19年８月31日) 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) 減損処理した有価証券については減損処理後の帳簿価額を取得価額としております。なお、当中間連結会計期間

における減損処理額は54百万円であります。 

  

(2) 時価評価されていない有価証券 

 
  

当中間連結会計期間末(平成20年８月31日) 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

 
(注) 減損処理した有価証券については減損処理後の帳簿価額を取得価額としております。なお、当中間連結会計期間

における減損処理額は45百万円であります。 

  

(2) 時価評価されていない有価証券 

 
  

(有価証券関係)

種類 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

 ① 株式 2,431 5,794 3,363

 ② 債券

    その他 2,500 2,338 △161

 ③ その他 4,281 4,551 270

合計 9,213 12,684 3,471

区分
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

 ① 子会社株式及び関連会社株式 3

 ② その他有価証券

   非上場株式 199

   投資事業組合出資持分 652

合計 855

種類 取得原価(百万円)
中間連結貸借対照表
計上額(百万円)

差額(百万円)

 ① 株式 2,613 4,502 1,889

 ② 債券

    その他 2,344 2,186 △158

 ③ その他 1,658 1,493 △164

合計 6,616 8,182 1,565

区分
中間連結貸借対照表計上額

(百万円)

 ① 子会社株式及び関連会社株式 0

 ② その他有価証券

   非上場株式 219

   投資事業組合出資持分 343

合計 563

タキヒヨー㈱ (9982) 平成21年2月期 中間決算短信

－37－



前連結会計年度末(平成20年２月29日) 

(1) その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
(注) 減損処理した有価証券については減損処理後の帳簿価額を取得価額としております。なお、当連結会計年度に

おける減損処理額は147百万円であります。 

  

(2) 時価評価されていない有価証券 

  

 
  

種類 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)

 ① 株式 2,439 4,824 2,385

 ② 債券

    その他 2,344 2,252 △92

 ③ その他 3,085 3,059 △26

合計 7,869 10,136 2,267

区分
連結貸借対照表計上額

(百万円)

 ① 子会社株式及び関連会社株式 O

 ② その他有価証券

   非上場株式 196

   投資事業組合出資持分 347

合計 543
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前中間連結会計期間末(平成19年８月31日) 

取引の時価等に関する事項 

通貨関連 

 
（注）１．時価の算定方法 

通貨スワップ契約を締結している取引先金融機関から提示された価額によっており

ます。 

２．ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

複合金融商品取引 

複合金融商品全体を時価評価し、「有価証券関係」に含めて記載しております。 

  

当中間連結会計期間末(平成20年８月31日) 

取引の時価等に関する事項 

通貨関連 

為替予約取引を行っておりますが、ヘッジ会計を適用しているため、開示の対象から除いてお

ります。 

複合金融商品取引 

複合金融商品全体を時価評価し、「有価証券関係」に含めて記載しております。 

前連結会計年度末(平成20年２月29日) 

取引の時価等に関する事項 

通貨関連 

 
(注) １ 時価の算定方法 

         通貨スワップ契約を締結している取引先金融機関から提示された価額によって 

         おります。 

   ２ ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は除いております。 

複合金融商品取引 

複合金融商品全体を時価評価し、「有価証券関係」に含めて記載しております。 

  

(デリバティブ取引関係)

区分 種類
契約額等
(百万円)

契約額等のうち1年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取引以
外の取引

通貨スワップ取引

受取米ドル・支払円
2,592 ― △232 △232

 

区分 種類
契約額等
(百万円)

契約額等のうち1年超
(百万円)

時価
(百万円)

評価損益
(百万円)

市場取引以
外の取引

通貨スワップ取引

受取米ドル・支払円
1,296 ― △448 △448
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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．当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

  販売費及び一般管理費の株式報酬費用          40百万円 

  

２．ストック・オプションの内容及び規模 

 
（注）１ 権利行使期間において、当社取締役在任中に限り行使することができるものとしま

す。 

２（1）権利行使期間において、当社取締役を退任した日の翌日から10日間に限り行使す

ることができるものとします。 

（2）平成38年6月22日までに権利行使日を迎えなかった場合、平成38年6月23日以降本

新株予約権を行使することができるものとします。 

（3）当社が消滅会社となる合併契約承認の議案が当社株主総会で承認された場合、ま

たは当社が完全子会社となる株式交換契約承認の議案もしくは株式移転の議案に

つき当社株主総会で承認された場合、当該承認日の翌日から10日間とします。 

  

(ストック・オプション等関係)

タキヒヨー株式会社2007年取締役
新株予約権Aプラン

タキヒヨー株式会社2007年取締役
新株予約権Bプラン

付与対象者の区分及び人数 当社取締役  3名 当社取締役  7名

株式の種類及び付与数  普通株式   35,000株 普通株式   45,000株

付与日 平成19年6月22日 平成19年6月22日

権利確定条件 なし なし

対象勤務期間 なし なし

権利行使期間
平成19年6月23日から平成26年6月
22日まで   (注)１

平成19年6月23日から平成39年6月
22日まで   (注)２

権利行使価格（円） 1 1

付与日における公正な評価
単価（円）

540 472
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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) 

１．当中間連結会計期間における費用計上額及び科目名 

  販売費及び一般管理費の株式報酬費用          30百万円 

  

２．ストック・オプションの内容及び規模 

 
（注）１ 株式数に換算して記載しております。 

２ 権利行使期間において、当社取締役在任中に限り行使することができるものとしま

す。 

３（1）権利行使期間において、当社取締役を退任した日の翌日から10日間に限り行使す

ることができるものとします。 

 （2）平成39年6月20日までに権利行使日を迎えなかった場合、平成39年6月21日以降本

新株予約権を行使することができるものとします。 

  

  

タキヒヨー株式会社2008年取締役
新株予約権Aプラン

タキヒヨー株式会社2008年取締役
新株予約権Bプラン

付与対象者の区分及び人数 当社取締役  3名 当社取締役  7名

株式の種類及び付与数 (注)１ 普通株式   28,000株 普通株式   88,000株

付与日 平成20年6月20日 平成20年6月20日

権利確定条件 なし なし

対象勤務期間 なし なし

権利行使期間
平成20年6月21日から平成27年6月
20日まで   (注)２

平成20年6月21日から平成40年6月
20日まで   (注)３

権利行使価格（円） 1 1

付与日における公正な評価
単価（円）

299 255
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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) 

１．当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

  販売費及び一般管理費の株式報酬費用          40百万円 

  

２．ストック・オプションの内容及び規模 

 
（注）１ 株式数に換算して記載しております。 

２ 権利行使期間において、当社取締役在任中に限り行使することができるものとしま

す。 

３（1）権利行使期間において、当初取締役を退任した日の翌日から10日間に限り行使す

ることができるものとします。 

（2）平成38年6月22日までに権利行使日を迎えなかった場合、平成38年6月23日以降本

新株予約権を行使することができるものとします。 

タキヒヨー株式会社2007年取締役
新株予約権Aプラン

タキヒヨー株式会社2007年取締役
新株予約権Bプラン

付与対象者の区分及び人数 当社取締役  3名 当社取締役  7名

株式の種類及び付与数 (注)１ 普通株式   35,000株 普通株式   45,000株

付与日 平成19年6月22日 平成19年6月22日

権利確定条件 なし なし

対象勤務期間 なし なし

権利行使期間
平成19年6月23日から平成26年6月
22日まで   (注)２

平成19年6月23日から平成39年6月
22日まで   (注)３

権利行使価格（円） 1 1

付与日における公正な評価
単価（円）

540 472
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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) 

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) 

(共通支配下の取引等) 

１．結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容、企業結合の法的形式、結 

   合後企業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

(1)結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業の内容 

  ティー・エフ・シー㈱ 繊維製品の製造販売関連事業(衣料品の縫製加工及び販売) 

  ㈱タキヒヨーテクニー 繊維製品の製造販売関連事業 

                        (衣料用パターン・サンプルの作製販売) 

(2)企業結合の法的形式 

      吸収合併 

(3)結合後企業の名称 

   ティー・エフ・シー㈱ 

(4)取引の目的を含む取引の概要 

   両社を合併することにより、経営体制・間接部門の合理化を図ると共に、両社の機能・得 

   意先の融合を図り、効率的な組織運営と事業の相乗効果による収益基盤の強化を目的とし 

   ております。 

  なお、平成20年3月1日付でティー・エフ・シー㈱を存続会社とする吸収合併により、㈱タ 

   キヒヨーテクニーは解散いたしました。 

２．実施した会計処理の概要 

   「企業結合に係る会計基準」(企業会計審議会 平成15年10月31日)及び「企業結合会計基準 

    及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準委員会 終改正 平成19年 

    11月15日 企業会計基準適用指針第10号)に基づき、共通支配下の取引として処理してお 

    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) 

該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係)
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(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。 

 
  

(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

580円42銭

１株当たり純資産額

585円47銭

１株当たり純資産額

563円11銭

１株当たり中間純利益

14円26銭

１株当たり中間純利益

15円03銭

１株当たり当期純利益

20円46銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益

14円25銭

潜在株式調整後１株当たり

中間純利益

15円01銭

潜在株式調整後１株当たり

当期純利益

20円44銭

前中間連結会計期間末 当中間連結会計期間末 前連結会計年度末

純資産の部の合計額(百万円) 32,718 32,046 31,183

純資産の部の合計額から控除する
金額(百万円)

117 127 119

(うち新株予約権) (40) (41) (40)

(うち少数株主持分) (77) (86) (79)

普通株式に係る中間期末(期末)の
純資産額(百万円)

32,600 31,919 31,063

１株当たり純資産額の算定に用い
られた中間期末(期末)の普通株式
の数(千株)

56,167 54,518 55,163
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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)純利益の算定上の基礎は、以下のと

おりであります。 

 
  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

１株当たり中間(当期)純利益金額

中間(当期)純利益(百万円) 802 824 1,145

 普通株主に帰属しない金額
 (百万円)

― ― ―

 普通株式に係る中間(当期)純利益
 (百万円)

802 824 1,145

 普通株式の期中平均株式数(千株) 56,307 54,859 55,990

潜在株式調整後１株当たり中間
(当期)純利益金額

 普通株式増加数(千株) 80 83 80

 (うち新株予約権)(千株) (80) (83) (80)

希薄化効果を有しないため、潜在株
式調整後１株当たり中間(当期)純利
益の算定に含めなかった潜在株式の
概要

― ― ―
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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)

自己株式の取得

 当社は平成19年10月15日開催の取

締役会において、会社法第165条第2

項の規定に基づき、自己株式を買受

けることを決議いたしました。概要

は以下のとおりであります。

(1) 取得の理由

  機動的な資本政策を遂行できる

ようにするためであります。

(2) 取締役会の決議内容

 ① 取得する株式の種類と総数

    普通株式 100万株(上限)

 ② 取得価額の総額

    5億円(上限)

 ③ 取得する期間

    平成19年10月16日から

    平成20年 2月29日まで

 ④ 平成19年10月31日現在の

   取得状況

    取得株式数   235,000株

    取得価額総額  98百万円

自己株式の消却

 当社は平成20年９月18日開催の取

締役会において、会社法第178条の

規定に基づき、自己株式の消却を決

議いたしました。

(1) 消却の理由

  自己株式を消却することによ

り、潜在株式数を減少させ、株

主への利益還元を明確にするた

めであります。

(2) 消却する株式の種類と総数

    普通株式   750,000株

(3) 消却予定日

       平成20年10月31日

１ 自己株式の取得

  当社は、平成20年３月17日開催

の取締役会において、会社法第

165条第２項の規定に基づき、

自己株式を買受けることを決議

し、以下のとおり自己株式の取

得を行っております。

 (1) 取得の理由

   資本効率の改善及び株主への

利益還元の向上を目的として

取得するものであります。

 (2) 取締役会決議の内容

  イ)取得の方法

     東京証券取引所における

市場買付

  ロ)取得する株式の種類と総数

     普通株式 150万株(上限)

  ハ)取得価額の総額

     5億円(上限)

  ニ)取得する期間

     平成20年３月18日から

     平成20年11月21日まで

 (3) 取得の内容

  イ)取得日

     平成20年３月18日から

     平成20年５月13日まで

  ロ)取得した株式の種類と総数

     普通株式   392,000株

  ハ)取得価額の総額

     127百万円

２ 自己株式の消却

  当社は、平成20年３月17日開催

の取締役会において、会社法第

178条の規定に基づき、自己株

式の消却を決議し、平成20年３

月31日に消却いたしました。

 (1) 消却の理由

   自己株式を消却することによ

り、潜在株式数を減少させ、

株主への利益還元を明確にす

るためであります。

 (2) 消却した株式の種類と総数

普通株式 1,400,000株

タキヒヨー㈱ (9982) 平成21年2月期 中間決算短信

－46－



  

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(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 5,535 7,276 5,568

 ２ 受取手形 ※４ 3,405 3,176 4,084

 ３ 売掛金 14,014 13,286 15,412

 ４ たな卸資産 3,837 3,556 3,874

 ５ 短期貸付金 51 7 7

 ６ その他 748 1,345 735

 ７ 貸倒引当金 △3 △8 △3

   流動資産合計 27,590 59.3 28,640 65.1 29,679 64.3

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産

  １ 建物 ※１ 1,211 1,104 1,171

  ２ 土地 2,117 2,117 2,117

  ３ その他 ※１ 782 1,556 1,477

   有形固定資産
   合計

4,111 8.8 4,777 10.9 4,766 10.3

 (2) 無形固定資産 170 0.4 163 0.4 167 0.4

 (3) 投資その他の
   資産

  １ 投資有価証券 13,732 8,984 10,351

  ２ 長期貸付金 41 295 42

  ３ その他 1,070 1,240 1,251

  ４ 貸倒引当金 △176 △116 △100

   投資その他の
   資産合計

14,667 31.5 10,404 23.6 11,544 25.0

   固定資産合計 18,948 40.7 15,345 34.9 16,479 35.7

   資産合計 46,538 100.0 43,985 100.0 46,158 100.0
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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(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 ※４ 684 584 1,100

 ２ 外貨支払手形 3,864 2,957 3,780

 ３ 買掛金 6,444 6,297 6,353

 ４ 短期借入金 ― 180 ―

 ５ 未払金 ― 2,252 2,023

 ６ 未払法人税等 105 190 429

 ７ 引当金 212 174 212

 ８ その他 ※３ 3,100 522 1,834

   流動負債合計 14,411 31.0 13,158 30.0 15,734 34.1

Ⅱ 固定負債

 １ 長期借入金 210 30 210

 ２ 退職給付引当金 604 205 152

 ３ 役員退職慰労
   引当金

259 236 259

 ４ その他 999 913 1,051

   固定負債合計 2,072 4.4 1,385 3.1 1,673 3.6

   負債合計 16,484 35.4 14,544 33.1 17,407 37.7
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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(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

金額(百万円)
構成比
(％)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 3,622 7.8 3,622 8.2 3,622 7.8

 ２ 資本剰余金

      資本準備金 4,148 4,148 4,148

   資本剰余金合計 4,148 8.9 4,148 9.4 4,148 9.0

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 806 806 806

  (2) その他利益
    剰余金

    固定資産
    圧縮積立金

300 292 296

    固定資産圧縮
    特別勘定
    積立金

770 770 770

    別途積立金 15,500 15,500 15,500

    繰越利益
    剰余金

3,377 3,455 3,682

   利益剰余金合計 20,755 44.6 20,824 47.3 21,055 45.6

 ４ 自己株式 △300 △0.6 △275 △0.6 △696 △1.5

  株主資本合計 28,225 60.7 28,319 64.3 28,130 60.9

Ⅱ 評価・換算差額等

 １ その他有価証券
   評価差額金

2,134 4.6 1,034 2.4 1,430 3.1

 ２ 繰延ヘッジ損益 △305 △0.7 315 0.7 △580 △1.2

 ３ 土地再評価
   差額金

△40 △0.1 △269 △0.6 △269 △0.6

  評価・換算差額
  等合計

1,788 3.8 1,080 2.5 581 1.3

Ⅲ 新株予約権 40 0.1 41 0.1 40 0.1

   純資産合計 30,054 64.6 29,441 66.9 28,751 62.3

   負債純資産
   合計

46,538 100.0 43,985 100.0 46,158 100.0
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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(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

金額(百万円)
百分比
(％)

Ⅰ 売上高 37,644 100.0 34,371 100.0 79,979 100.0

Ⅱ 売上原価 29,316 77.8 26,896 78.2 63,111 78.9

  売上総利益 8,327 22.2 7,474 21.8 16,868 21.1

   返品調整引当金
   繰入差額

△14 △0.0 △13 △0.0 △25 △0.0

   (差引)
   売上総利益

8,341 22.2 7,487 21.8 16,893 21.1

Ⅲ 販売費及び
  一般管理費

7,611 20.3 7,085 20.6 14,937 18.7

   営業利益 730 1.9 401 1.2 1,956 2.4

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 34 31 62

 ２ デリバティブ 
   評価益

― 448 ―

 ３ その他 180 215 0.6 159 639 1.8 581 644 0.8

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 94 45 203

 ２ デリバティブ
   評価損

232 ― 448

 ３ その他 18 346 0.9 188 234 0.7 109 761 0.9

   経常利益 599 1.6 807 2.3 1,838 2.3

Ⅵ 特別利益 ※２ 43 0.1 321 1.0 65 0.1

Ⅶ 特別損失 ※３ 90 0.2 68 0.2 318 0.4

   税引前中間
   (当期)純利益

551 1.5 1,061 3.1 1,585 2.0

   法人税、住民税
   及び事業税

93 174 502

   法人税等調整額 146 239 0.7 268 442 1.3 246 748 1.0

   中間(当期)
   純利益

312 0.8 618 1.8 837 1.0
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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 利益剰余金

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

その他利益剰余金

利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮

積立金

固定資産
圧縮

特別勘定
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年2月28日残高(百万円) 3,622 4,148 ― 4,148 806 304 770 13,000 6,014 20,896

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 △  453 △ 453

中間純利益 312 312

自己株式の取得

自己株式の処分

積立金の積立 2,500 △ 2,500 ―

積立金の取崩 △  4 4 ―

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(百万円) ― ― ― ― ― △  4 ― 2,500 △ 2,637 △ 141

平成19年8月31日残高(百万円) 3,622 4,148 ― 4,148 806 300 770 15,500 3,377 20,755

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権
純資産
合計

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年2月28日残高(百万円) △   5 28,661 2,965 258 △  40 3,183 ― 31,845

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 △ 453 △ 453

中間純利益 312 312

自己株式の取得 △  295 △ 295 △ 295

自己株式の処分 0 0 0

積立金の積立 ― ―

積立金の取崩 ― ―

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動額(純額)

△ 830 △ 564 ― △ 1,395 40 △ 1,355

中間会計期間中の変動額合計(百万円) △  295 △ 436 △ 830 △ 564 ― △ 1,395 40 △ 1,791

平成19年8月31日残高(百万円) △  300 28,225 2,134 △ 305 △  40 1,788 40 30,054
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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 利益剰余金

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金

利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮
積立金

固定資産
圧縮

特別勘定
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成20年2月29日残高(百万円) 3,622 4,148 4,148 806 296 770 15,500 3,682 21,055

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 △220 △220

中間純利益 618 618

自己株式の取得

自己株式の処分 0 0

自己株式の消却 △630 △630

積立金の積立 ―

積立金の取崩 △3 3 ―

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(百万円) ― ― ― ― △3 ― ― △227 △230

平成20年8月31日残高(百万円) 3,622 4,148 4,148 806 292 770 15,500 3,455 20,824

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権
純資産
合計

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券

評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成20年2月29日残高(百万円) △696 28,130 1,430 △580 △269 581 40 28,751

中間会計期間中の変動額

剰余金の配当 △220 △220

中間純利益 618 618

自己株式の取得 △238 △238 △238

自己株式の処分 29 30 30

自己株式の消却 630 ― ―

積立金の積立 ― ―

積立金の取崩 ― ―

株主資本以外の項目の
中間会計期間中の変動額(純額)

△395 895 ― 499 1 500

中間会計期間中の変動額合計(百万円) 420 189 △395 895 ― 499 1 690

平成20年8月31日残高(百万円) △275 28,319 1,034 315 △269 1,080 41 29,441
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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 利益剰余金

資本
準備金

資本
剰余金
合計

利益
準備金

その他利益剰余金

利益
剰余金
合計

固定資産
圧縮

積立金

固定資産
圧縮

特別勘定
積立金

別途
積立金

繰越利益
剰余金

平成19年2月28日残高(百万円) 3,622 4,148 4,148 806 304 770 13,000 6,014 20,896

当期変動額

剰余金の配当 △678 △678

当期純利益 837 837

自己株式の取得

自己株式の処分 △0 △0

積立金の積立 2,500 △2,500 ―

積立金の取崩 △8 8 ―

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

当期変動額合計(百万円) ― ― ― ― △8 ― 2,500 △2,332 159

平成20年2月29日残高(百万円) 3,622 4,148 4,148 806 296 770 15,500 3,682 21,055

株主資本 評価・換算差額等

新株予約権
純資産
合計

自己株式
株主資本
合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

土地再評価
差額金

評価・換算
差額等合計

平成19年2月28日残高(百万円) △   5 28,661 2,965 258 △  40 3,183 ― 31,845

当期変動額

剰余金の配当 △678 △678

当期純利益 837 837

自己株式の取得 △691 △691 △691

自己株式の処分 0 0 0

積立金の積立 ― ―

積立金の取崩 ― ―

株主資本以外の項目の
当期変動額(純額)

△1,534 △838 △228 △2,602 40 △2,562

当期変動額合計(百万円) △690 △531 △1,534 △838 △228 △2,602 40 △3,094

平成20年2月29日残高(百万円) △696 28,130 1,430 △580 △269 581 40 28,751
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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) たな卸資産

  移動平均法による低価

法

(1) たな卸資産

同左

(1) たな卸資産

同左

(2) 有価証券

  子会社株式及び関連会

社株式

   移動平均法による原

価法

(2) 有価証券

  子会社株式及び関連会

社株式

同左

(2) 有価証券

  子会社株式及び関連会

社株式

同左

  その他有価証券

   時価のあるもの

    中間決算期末日の

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)

  その他有価証券

   時価のあるもの

同左

  その他有価証券

   時価のあるもの

    決算期末日の市場

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

    移動平均法による

原価法

   時価のないもの

同左

   時価のないもの

同左

(3) デリバティブ

  時価法

(3) デリバティブ

同左

(3) デリバティブ

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)

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

  定率法

  なお、耐用年数及び残

存価額については、法

人税法に規定する方法

と同一の基準によって

おります。

  但し、平成10年４月１

日以降に取得した建物

(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。

  (少額減価償却資産)

  取得価額が10万円以上

20万円未満の資産につ

いては、３年間で均等

償却する方法を採用し

ております。

(1) 有形固定資産

  定率法

  なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定

する方法と同一の基準

によっております。

  但し、平成10年４月１

日以降に取得した建物

(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。

  (少額減価償却資産)

  取得価額が10万円以上

20万円未満の資産につ

いては、３年間で均等

償却する方法を採用し

ております。

(追加情報) 

平成19年度の税制改正

に伴い、平成19年３月

31日以前に取得した資

産については、改正前

の法人税法に基づく減

価償却の方法の適用に

より取得価額の５％に

到達した事業年度の翌

事業年度より、取得価

額の５％相当額と備忘

価額との差額を５年間

にわたり均等償却する

こととし、減価償却費

に含めて計上しており

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。

(1) 有形固定資産

  定率法 

なお、耐用年数及び残

存価額については、法

人税法に規定する方法

と同一の基準によって

おります。 

但し、平成10年４月１

日以降に取得した建物

(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。 

（少額減価償却資産) 

取得価額が10万円以上

20万円未満の資産につ

いては、３年間で均等

償却する方法を採用し

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)

(2) 無形固定資産

  定額法

  なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定

する方法と同一の基準

によっております。

但し、ソフトウェア

(自社利用)について

は、社内における利用

可能期間(５年)に基づ

く定額法を採用してお

ります。

(2) 無形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

同左

(3) 長期前払費用

  定額法

  なお、耐用年数につい

ては、法人税法に規定

する方法と同一の基準

によっております。

(3) 長期前払費用

同左

(3) 長期前払費用

同左

３ 引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金

  売上債権、貸付金等の

貸倒損失に備えるた

め、一般債権について

は貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の

債権については個別に

回収可能性を検討し、

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

  従業員の賞与の支払に

備えるため、支給見込

額のうち、当中間会計

期間の負担額を計上し

ております。

(2) 賞与引当金

同左

(2) 賞与引当金

  従業員の賞与の支払に

備えるため、支給見込

額のうち、当期の負担

額を計上しておりま

す。

(3) 返品調整引当金

  返品による損失に備え

るため、過去の返品率

等を勘案し、損失見込

額を計上しておりま

す。

(3) 返品調整引当金

同左

(3) 返品調整引当金

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)

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、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。

  数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)に

よる定額法により翌事

業年度から費用処理す

ることとしておりま

す。

  （追加情報）

   当社は平成19年9月1

日付で退職給付制度の

改定を行い、適格退職

年金制度及び退職一時

金制度を廃止し、新た

に確定給付企業年金制

度及び確定拠出年金制

度（前払退職金との選

択制）を導入いたしま

す。

   移行に伴う会計処理

に関しては、「退職給

付制度間の移行等に関

する会計処理」（企業

会計基準適用指針第1

号）及び「退職給付制

度間の移行等の会計処

理に関する実務上の取

扱い」（実務対応報告

第2号）を適用してお

ります。

   本移行に伴う影響は

軽微であります。

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき、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。

  数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)に

よる定額法により翌事

業年度から費用処理し

ております。

  過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による

定額法により費用処理

しております。

(4) 退職給付引当金

  従業員の退職給付に備

えるため、当事業年度

末における退職給付債

務及び年金資産の見込

額に基づき計上してお

ります。

  数理計算上の差異は、

その発生時の従業員の

平均残存勤務期間以内

の一定の年数(10年)に

よる定額法により翌事

業年度から費用処理し

ております。

  過去勤務債務は、その

発生時の従業員の平均

残存勤務期間以内の一

定の年数(10年)による

定額法により費用処理

しております。

  （追加情報）

   当社は平成19年9月1

日付で退職給付制度の

改定を行い、適格退職

年金制度及び退職一時

金制度を廃止し、新た

に確定給付企業年金制

度及び確定拠出年金制

度（前払退職金との選

択制）を導入しており

ます。

   移行に伴う会計処理

に関しては、「退職給

付制度間の移行等に関

する会計処理」（企業

会計基準適用指針第1

号）及び「退職給付制

度間の移行等の会計処

理に関する実務上の取

扱い」（実務対応報告

第2号）を適用してお

ります。

   本移行に伴う影響は

軽微であります。
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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)

(5) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支

払に備えるため、内規

に基づき、平成19年5

月23日（第96期定時株

主総会）までの在任期

間に対応する要支給額

を計上しております。

  （追加情報）

   当社は、平成19年5

月23日開催の定時株主

総会終結の時をもって

役員退職慰労金制度を

廃止いたしました。

   また、役員退職慰労

金制度廃止日までの在

任期間を対象とする退

職慰労金の打ち切り支

給については、各取締

役及び各監査役の退任

時に支給することとし

ております。

   なお、株主総会にお

いて、各取締役及び各

監査役ごとの当該退職

慰労金についての承認

決議が行われていない

ため、引き続き「役員

退職慰労引当金」とし

て計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支

払に備えるため、内規

に基づき、平成19年5

月23日(第96期定時株

主総会)までの在任期

間に対応する要支給額

を計上しております。

(5) 役員退職慰労引当金

  役員の退職慰労金の支

払に備えるため、内規

に基づき、平成19年5

月23日(第96期定時株

主総会)までの在任期

間に対応する要支給額

を計上しております。

   (追加情報)

   当社は平成19年5月

23日開催の定時株主総

会終結の時をもって役

員退職慰労金制度を廃

止いたしました。

   また、役員退職慰労

金制度廃止日までの在

任期間を対象とする退

職慰労金の打ち切り支

給については、各取締

役及び各監査役の退任

時に支給することとし

ております。

   なお、株主総会にお

いて、各取締役及び各

監査役ごとの当該退職

慰労金についての承認

決議が行われていない

ため、引き続き「役員

退職慰労引当金」とし

て計上しております。

(6) ―――――――― (6) ―――――――― (6) 関係会社整理損失引当

金

  関係会社の整理に伴う

損失に備えるため、関

係会社の財政状態等を

勘案して計上しており

ます。

４ 外貨建の資産及び

負債の本邦通貨へ

の換算基準

外貨建金銭債権債務は、中

間決算日の直物為替相場に

より円貨に換算し、換算差

額は損益として処理してお

ります。

同左 外貨建金銭債権債務は、決

算日の直物為替相場により

円貨に換算し、換算差額は

損益として処理しておりま

す。

５ リース取引の処理

方法

リース物件の所有権が借主

に移転すると認められるも

の以外のファイナンス・リ

ース取引については、通常

の賃貸借取引に係る方法に

準じた会計処理によってお

ります。

同左 同左
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項目
前中間会計期間

(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 ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法

  繰延ヘッジ処理を採用

しております。なお、

為替予約及び通貨スワ

ップについては、振当

処理の要件を満たして

いる場合は振当処理を

採用しております。

(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 ヘッジ対象

為替予約
外貨建金銭
債権債務

通貨
スワップ

外貨建金銭
債務

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左

(2) ヘッジ手段とヘッジ対

象

同左

(3) ヘッジ方針

  当社の社内管理規定に

基づき、為替変動リス

クをヘッジしておりま

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

  為替予約及び通貨スワ

ップにおいては、すべ

てが将来の実需取引に

基づくものであり、実

行の可能性が極めて高

いため有効性の判定を

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

７ 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

 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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  (表示方法の変更) 

 
  

(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)

(固定資産の減価償却方法)

 当中間会計期間より法人税法の改

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の減価償

却については、改正後の法人税法に

基づく方法に変更しております。

 なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

―――――――――― (固定資産の減価償却方法)

 当期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

有形固定資産の減価償却について

は、改正後の法人税法に基づく方法

に変更しております。

 なお、これによる損益に与える影

響は軽微であります。

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)

―――――――――― (中間貸借対照表)

従来、流動負債の｢その他｣に含めて表示しておりまし
た「未払金」については、負債及び純資産の合計額の
5/100を超えることとなったため、当中間会計期間より
区分掲記しております。 

なお、前中間会計期間の｢未払金｣は1,920百万円であ
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

2,036百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

2,001百万円

※１ 有形固定資産の減価償却累計

額

2,052百万円

 ２ 偶発債務

   関係会社の取引保証

    ㈱タキヒヨーケミカ

31百万円

 ２ 偶発債務

   関係会社の取引保証

    ㈱タキヒヨーケミカ

50百万円

 ２ 偶発債務

   関係会社の取引保証

    ㈱タキヒヨーケミカ

35百万円

※３ 消費税等の取扱い

   仮払消費税等及び預り消費税

等は相殺の上、流動負債のそ

の他に含めております。

※３ 消費税等の取扱い

同左

※３    ―――――――

※４    ―――――――

 

 

※４ 中間期末日満期手形の会計処

理については、手形交換日を

もって決済処理しておりま

す。

   なお、当中間会計期間の末日

は金融機関の休日であったた

め、次の中間期末日満期手形

が中間期末残高に含まれてお

ります。

受取手形 177百万円
支払手形 18百万円

※４    ―――――――

(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 減価償却実施額

有形固定資産 56百万円

無形固定資産 8百万円

 １ 減価償却実施額

有形固定資産 55百万円

無形固定資産 8百万円

 １ 減価償却実施額

有形固定資産 112百万円

無形固定資産 16百万円

 

※２ 特別利益の主な内訳

投資有価証券
売却益

42百万円

※２ 特別利益の主な内訳

投資有価証券
売却益

223百万円

本社移転
補償金

87百万円
 

※２ 特別利益の主な内訳

投資有価証券
売却益

60百万円

 

※３ 特別損失の主な内訳

投資有価証券
評価損

85百万円

※３ 特別損失の主な内訳

投資有価証券
評価損

45百万円

関係会社整理
損失

16百万円  

※３ 特別損失の主な内訳

投資有価証券
評価損

225百万円

解決金 50百万円
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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) 
  

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) １ 普通株式の自己株式の増加505,040株は、単元未満株式の買取りによる増加5,040株及び会社法第165条第2項

の規定に基づく自己株式の取得による増加500,000株であります。 

２ 普通株式の自己株式の減少1,000株は、単元未満株式の買増請求によるものであります。 

  

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) 
  

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) １ 普通株式の自己株式の増加714,300株は、単元未満株式の買取りによる増加3,300株及び会社法第165条第2項

の規定に基づく自己株式の取得による増加711,000株であります。 

２ 普通株式の自己株式の減少1,469,180株は、単元未満株式の買増請求による減少1,180株、ストックオプショ

ンの行使による減少68,000株及び会社法第178条の規定に基づく自己株式の消却による減少1,400,000株であ

ります。 

  

前事業年度(自 平成19年3月1日  至 平成20年2月29日) 
  

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注) １ 普通株式の自己株式の増加1,508,947株は、単元未満株式の買取りによる増加8,947株及び会社法第165条第

２項の規定に基づく自己株式の取得による増加1,500,000株であります。 

２ 普通株式の自己株式の減少1,500株は、単元未満株式の買増請求によるものであります。 

  

(中間株主資本等変動計算書関係)

前事業年度末
(株)

増加
(株)

減少
(株)

当中間会計期間末
(株)

普通株式（注） 11,238 505,040 1,000 515,278

前事業年度末
(株)

増加
(株)

減少
(株)

当中間会計期間末
(株)

普通株式（注） 1,518,685 714,300 1,469,180 763,805

前事業年度末
(株)

増加
(株)

減少
(株)

当事業年度末
(株)

普通株式（注） 11,238 1,508,947 1,500 1,518,685
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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

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及び中間

期末残高相当額

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及び中間

期末残高相当額

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)

中間
期末残高
相当額

(百万円)

その他
(器具
備品)

84 30 54

その他
(車両
運搬具)

17 2 14

無形
固定資産
(ソフト
ウエア)

9 3 5

合計 111 36 74

取得価額
相当額
(百万円)

減価償却
累計額
相当額

(百万円)

中間
期末残高
相当額

(百万円)

その他
(器具
備品)

92 45 47

その他
(車両

運搬具)
17 8 9

無形
固定資産
(ソフト
ウエア)

9 6 3

合計 119 59 59

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)

その他
(器具
備品)

84 37 46

その他
(車両
運搬具)

17 5 11

無形
固定資産
(ソフト
ウエア)

9 4 4

合計 111 48 63

(注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有形

固定資産の中間期末残高等に

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。

 (注)    同左 (注) 取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固定

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。

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 23百万円

１年超 51百万円

合計 74百万円

(2) 未経過リース料中間期末残高相

当額

１年内 24百万円

１年超 35百万円

合計 59百万円
 

(2) 未経過リース料期末残高相当額

１年内 23百万円

１年超 39百万円

合計 63百万円

(注) 未経過リース料中間期末残

高相当額は、未経過リース料

中間期末残高が有形固定資産

の中間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。

 (注)    同左 (注) 未経過リース料期末残高相

当額は、未経過リース料期末

残高が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。

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 11百万円

減価償却費相当額 11百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 11百万円

減価償却費相当額 11百万円

(3) 支払リース料及び減価償却費相

当額

支払リース料 22百万円

減価償却費相当額 22百万円

(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

(4) 減価償却費相当額の算定方法

同左
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前中間会計期間末(平成19年８月31日) 

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。 

  

当中間会計期間末(平成20年８月31日) 

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。 

  

前事業年度末(平成20年２月29日) 

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。 

  

  

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) 

該当事項はありません。 

  

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) 

中間連結財務諸表 注記事項(企業結合等関係)に記載のとおりであります。 

  

  

前事業年度(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。 

  

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。 

(有価証券関係)

(企業結合等関係)

(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)

自己株式の取得

 当社は平成19年10月15日開催の取

締役会において、会社法第165条第2

項の規定に基づき、自己株式を買受

けることを決議いたしました。概要

は以下のとおりであります。

(1) 取得の理由

  機動的な資本政策を遂行できる

ようにするためであります。

(2) 取締役会の決議内容

 ① 取得する株式の種類と総数

    普通株式 100万株(上限)

 ② 取得価額の総額

    5億円(上限)

 ③ 取得する期間

    平成19年10月16日から

    平成20年 2月29日まで

 ④ 平成19年10月31日現在の

   取得状況

    取得株式数   235,000株

    取得価額総額  98百万円

自己株式の消却

 当社は平成20年９月18日開催の取

締役会において、会社法第178条の

規定に基づき、自己株式の消却を決

議いたしました。

(1) 消却の理由

  自己株式を消却することによ

り、潜在株式数を減少させ、株

主への利益還元を明確にするた

めであります。

(2) 消却する株式の種類と総数

     普通株式  750,000株

(3) 消却予定日

        平成20年10月31日

１ 自己株式の取得

  当社は、平成20年３月17日開催

の取締役会において、会社法第

165条第2項の規定に基づき、自

己株式を買受けることを決議

し、以下のとおり自己株式の取

得を行っております。

 (1) 取得の理由

   資本効率の改善及び株主への

利益還元の向上を目的として

取得するものであります。

 (2) 取締役会決議の内容

  イ) 取得の方法

     東京証券取引所における

市場買付

  ロ) 取得する株式の種類と総数

     普通株式 150万株(上限)

  ハ) 取得価額の総額

     5億円(上限)

  ニ) 取得する期間

     平成20年３月18日から

     平成20年11月21日まで

 (3) 取得の内容

  イ) 取得日

     平成20年３月18日から

     平成20年５月13日まで

  ロ) 取得した株式の種類と総数

     普通株式 392,000株

  ハ) 取得価額の総額

     127百万円

２ 自己株式の消却

  当社は、平成20年３月17日開催

の取締役会において、会社法第

178条の規定に基づき、自己株

式の消却を決議し、平成20年３

月31日に消却いたしました。

 (1) 消却の理由

   自己株式を消却することによ

り、潜在株式数を減少させ、

株主への利益還元を明確にす

るためであります。

 (2) 消却した株式の種類と総数

     普通株式 1,400,000株
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商品別売上高 

(単位：百万円、単位未満切捨て) 

 
  

  

商品別売上高予想 

(単位：百万円、単位未満切捨て) 

前中間会計期間 当中間会計期間

品   目 自 平成19年3月 1日 自 平成20年3月 1日 増減率

至 平成19年8月31日 至 平成20年8月31日 (△は減)

売上高 構成比 売上高 構成比

(アパレル) ％ ％ ％

婦人服・婦人洋品 21,189 56.3 19,361 56.3 △ 8.6

子供洋品・ベビー服 5,429 14.4 4,877 14.2 △10.1

ホームウェア・インテリア 2,864 7.6 2,609 7.6 △ 8.9

紳士洋品、その他 1,089 2.9 869 2.5 △20.2

アパレル計 30,572 81.2 27,718 80.6 △ 9.3

(テキスタイル)

服地、その他 7,072 18.8 6,652 19.4 △ 5.9

合   計 37,644 100.0 34,371 100.0 △ 8.7

前事業年度 当事業年度

品   目 自 平成19年3月 1日 自 平成20年3月 1日 増減率

至 平成20年2月29日 至 平成21年2月28日 (△は減)

売上高 構成比 売上高 構成比

(アパレル) ％ ％ ％

婦人服・婦人洋品 43,950 55.0 42,405 55.1 △3.5

子供洋品・ベビー服 12,315 15.4 11,697 15.2 △5.0

ホームウェア・インテリア 6,034 7.5 5,818 7.6 △3.6

紳士洋品、その他 2,345 2.9 2,116 2.7 △9.8

アパレル計 64,645 80.8 62,036 80.6 △4.0

(テキスタイル)

服地、その他 15,333 19.2 14,964 19.4 △2.4

合   計 79,979 100.0 77,000 100.0 △3.7
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