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1.  平成21年3月期第2四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年9月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年3月期第2四半期 28,539 △2.5 △552 ― △470 ― 95 ―

20年3月期第2四半期 29,279 △7.9 △1,970 ― △1,607 ― △1,965 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期純利

益

円 銭 円 銭

21年3月期第2四半期 4.25 ―

20年3月期第2四半期 △87.93 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産

百万円 百万円 ％ 円 銭

21年3月期第2四半期 23,741 2,873 2.0 20.80
20年3月期 28,277 2,799 1.2 15.67

（参考） 自己資本   21年3月期第2四半期  465百万円 20年3月期  350百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

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

21年3月期（予想） ――― ――― ― 0.00 0.00

3.  平成21年3月期の連結業績予想（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  有  
 

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 51,123 △20.8 △253 ― △149 ― 123 ― 5.50

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

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

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

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

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更に記載されるもの） 

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
１．本資料に記載されている業績予想等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、実際の業績等
は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の修正内容は、平成20年11月11日に別途開示いたしました「業績予想の修正に関するお知らせ」をご覧く
ださい。 
２．当連結会計年度より「四半期財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準12号)及び「四半期財務諸表に関する会計基準の適用指針」(企業会計基準適用 指針第14
号)を適用しております。また、「四半期連結財務諸表規則」に従い四半期財務諸表を作成しております。  

新規 1 社 （社名 株式会社ヤマノプラザ ） 除外 4 社 （社名
株式会社錦、ロイヤル・コスモ株式会社、株式
会社寛斎スーパースタジオ、株式会社エックス
ワン

）

① 会計基準等の改正に伴う変更 有

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年3月期第2四半期  22,388,858株 20年3月期  22,388,858株

② 期末自己株式数 21年3月期第2四半期  15,908株 20年3月期  15,908株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 21年3月期第2四半期  22,372,950株 20年3月期第2四半期  22,372,950株
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定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報

　当第２四半期連結累計期間におけるわが国経済は、原油価格の高騰や、サブプライムローン問題に端を発した世界

的な金融不安などの影響で、景気の減速感が一段と強まり先行きの不透明さが増大し、個人消費の冷え込みもより一

層深まりました。当社グループが属する業界も、消費マインドの低迷に加え、突然の雷雨や猛暑等気候変動の影響が

大きく、厳しい状況で推移いたしました。

　このような状況のもと、当社グループは、第1四半期よりスタートさせた「グループ再建計画」に基づき抜本的な構

造改革に取組んでおります。

　なお、平成20年7月1日付けで当社完全子会社である株式会社ヤマノリテーリングスより、訪問販売事業部でありま

す「かねもり・リッカー事業部」を分割し、株式会社ヤマノプラザを設立いたしました。また、平成20年7月18日付け

で連結子会社であります株式会社エックスワンの全株式を扶桑化学工業株式会社へ譲渡し、「グループ再編計画」の

一環である「ノンコア事業」の撤退・縮小を進めてまいりました。

　また「コア事業」と定義した和装事業においては、第2四半期連結会計期間の営業利益は121百万円の黒字へと大幅

改善いたしましたが、健康関連事業においては、今夏の天候不順等の影響もあり依然として厳しい経営環境となりま

した。

　その結果、当第２四半期連結累計期間における売上高は285億39百万円、営業損失は5億52百万円、経常損失4億70百

万円、第2四半期純利益は95百万円となりました。

　1）「和装事業」

　和装事業につきましては、消費マインドの一層の冷え込みや天候不順の影響により、非常に厳しい環境が引き続い

ております。このような状況の下、小売部門では平成20年7月1日付けで株式会社ヤマノリテーリングスから訪問販売

事業部であります、かねもり・リッカー事業部を分割・株式会社ヤマノプラザを設立し、「グループ再建計画」を進

めてまいりました。また、引き続き不採算事業所の閉鎖による経営資源の効率化を図るとともに、ゆかたクイーンコ

ンテストや、店舗における改装セール・催事の実施で販売促進を図ってまいりました。卸部門におきましては、在庫

の圧縮、売掛金回収率の改善、原料メーカー等取引先との提携でコストダウンを目指すなど、収益の向上に努めてま

いりました。

　この結果、和装事業の売上高は、67億50百万円、営業損失は1億20百万円となりました。

　2）「宝飾事業」

　宝飾事業につきましては、日常生活必需品以外の買い控え等、生活防衛的な動きがみられ、全体としては厳しい推

移となりました。このような状況の下、不振が続いている催事を強化したほか、継続的に地金買取を実施、利益率を

重視した運営をいたしました。

　この結果、宝飾事業の売上高は、63億14百万円、営業利益は69百万円となりました。

　3）「洋装事業」

　洋装事業につきましては、消費者の購買意欲低下や、突然の雷雨などの天候不順により、春夏商戦は低調に推移い

たしました。このような状況の下、新たな販売チャンネルの開拓、夏物処分セールやウインターオープニングセール

の前倒し開催を行うなど、販売促進を図るとともに、不採算店舗の閉鎖及び人員調整による経費削減に努めてまいり

ました。

　この結果、洋装事業の売上高は、63億23百万円、営業損失は70百万円となりました。

　4）「寝装事業」

　寝装事業につきましては、顧客のニーズに合わせた商材の販売を拡大し売上の確保に努めるとともに、催事販売に

かわり、取引先との同行販売を強化し経費の削減に努めてまいりました。

　この結果、寝装事業の売上高は、12億59百万円、営業損失は23百万円となりました。
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　5）「健康関連事業」

　健康関連事業につきましては、北京五輪フェアや夏物処分セール・ウインターオープニングセールなどを実施、シー

ズン商品の管理を徹底し在庫の圧縮を図ってまいりました。

　この結果、健康関連事業の売上高は、35億91百万円、営業損失は2億41百万円となりました。

　6）「ブランド事業」

　ブランド事業につきましては、平成20年6月30日付けで、株式会社寛斎デザイン研究所の事業の一部及び株式会社寛

斎スーパースタジオの全株式を、株式会社寛斎アソシエイツへ売却いたしました。

　この結果、ブランド事業の売上高は、20億6百万円、営業利益は61百万円となりました。

　7）「美容事業」

　美容事業につきましては、顧客満足度アップのため従業員研修を実施、DMやフリーペーパーへの広告掲載により集

客率の向上をはかり、一定の効果をあげております。

　この結果、美容事業の売上高は、29億88百万円、営業損失は25百万円となりました。

　8）「その他事業」

　その他事業につきましては、主に金融事業であります。新規カード会員の獲得につきましては、グループ各社との

提携強化を図るとともに、個品割賦事業につきましてもグループ各社との連携により収益性の確保に努めてまいりま

した。

　この結果その他事業の売上高は、11億5百万円、営業損失は1億29百万円となりました。

２．連結財政状態に関する定性的情報

　 当四半期における総資産は、237億41百万円となり、前連結会計年度末比45億36百万円の減少となりました。その

主な要因は、有利子負債圧縮による現金及び預金20億19百万円減少、商標権売却等による無形固定資産の減少額５億

10百万円による減少であります。

　なお、純資産28億73百万円となり、自己資本比率は2.0％となりました。

 

　(キャッシュ・フローの状況)

　当第２四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利

益が９億27百万円となり、子会社株式の売却による収入等があったものの、短期借入金及び長期借入金の返済による

支出等により前連結会計年度に比べ19億75百万円減少し17億15百万円となりました。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

　営業活動の結果支出した資金は、８億61百万円となりました。

　これは主に、税金等調整前四半期純利益9億27百万円に対し、前受金の減少額４億63百万円、仕入債務の減少額６億

40百万円によるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

　投資活動の結果得られた資金は、19億円となりました。

  これは主に、無形固定資産の売却による収入7億91百万円、子会社株式の売却による収入10億21百万円によるもので

あります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

　財務活動の結果支出した資金は、30億30百万円となりました。

  これは主に、長期借入金の返済による支出13億97百万円、社債の償還による支出14億42百万円によるものでありま

す。
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３．連結業績予想に関する定性的情報

　当第２四半期の連結売上高は、平成20年10月3日公表した数値より微増でありますが、原材料や商品仕入価格の高騰

等が影響し、当初計画した売上総利益が減少したことや、不採算店舗及び不採算事業所の閉鎖時期を、早期解約によ

る違約金等の経費の発生を避ける為に、当初計画より後ずれさせた事等により営業利益は予想数値から1億72百万円、

経常利益は1億30百万円の減少となりました。四半期純利益におきましては、平成20年5月23日付で公表の「株式会社

ヤマノホールディングス　グループ再建計画について」によるノンコア事業の売却による関係会社売却益を特別利益

に計上し、ほぼ計画通り推移する見込みであります。

  通期の売上高は、ほぼ当初計画どおり511億円でありますが、営業利益及び経常利益につきましては、第２四半期連

結累計期間実績を踏まえ、全社的な経費削減の見直しを図りましたが、原材料や商品仕入価格の高騰等により売上総

利益が減少する事から、営業利益は当初計画より3億69百万円減少し、2億50百万円の営業損失、経常利益は、4億2百

万円減少し1億50百万円の経常損失に修正いたします。当期純利益につきましては、平成20年11月6日公表の「「連結

子会社堀田丸正株式会社による子会社の異動に係る基本合意書の締結に関するお知らせ」一部追加及び特別利益の発

生に関するお知らせ」のとおり関係会社売却益を特別利益に約1億円計上いたしますが、当初の再編計画発表時には未

確定であった費用について見通しが明らかになり、それを考慮した事により、当期純利益を当初計画より２億円減少

し、１億23百万円に修正いたします。

　なお、平成20年５月23日の決算短信で発表しました通期の連結業績予想との差異は以下の通りです。

 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

前回発表予想（Ａ） 51,185 119 252 323 14 44

今回修正予想（Ｂ） 51,123 △253 △149 123 5 50

増減額（Ｂ－Ａ） △62 △372 △401 △200 －  

増減率（％） △0.2 － － △61.9 －  

前期実績 64,581 △1,679 △1,067 △2,505 △112 01

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）

　(会社分割による増加　１社)　株式会社ヤマノプラザ

　(株式譲渡による減少　１社)　株式会社エックスワン

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

①　一般債権の貸倒見積高の算定方法

　　当第２四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認めら

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

②　繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法

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

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

ニングを利用する方法によっております。

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更

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

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

諸表規則」に従い四半期連結財務諸表を作成しております。

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

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

算定しております。

　なお、これによる当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純利益へは軽微

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

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

　なお、これによる当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純利益への影響

はありません。

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

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

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

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

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

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

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

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

　なお、これによる当第２四半期連結累計期間の営業損失、経常損失及び税金等調整前四半期純利益は軽微で

あります。
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５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,734,008 4,753,745

受取手形及び売掛金 5,260,485 6,303,527

商品 5,168,790 5,465,423

製品 1,010,793 964,424

原材料 174,968 170,239

仕掛品 92,482 79,625

貯蔵品 71,678 103,791

繰延税金資産 8,964 159,727

その他 1,132,460 2,586,621

貸倒引当金 △177,715 △1,646,709

流動資産合計 15,476,918 18,940,415

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,683,588 2,871,053

減価償却累計額 △1,602,071 △1,676,765

建物及び構築物（純額） 1,081,517 1,194,287

機械装置及び運搬具 63,273 62,378

減価償却累計額 △55,548 △53,181

機械装置及び運搬具（純額） 7,725 9,196

工具、器具及び備品 1,114,359 1,301,160

減価償却累計額 △911,635 △1,072,938

工具、器具及び備品（純額） 202,723 228,221

土地 1,269,369 1,269,369

リース資産（純額） 48,601 －

有形固定資産合計 2,609,937 2,701,075

無形固定資産   

のれん 830,730 1,116,798

その他 190,754 414,753

無形固定資産合計 1,021,485 1,531,552

投資その他の資産   

投資有価証券 373,734 468,571

長期貸付金 483,363 554,221

敷金及び保証金 3,529,746 3,831,844

繰延税金資産 275,462 295,060

その他 1,445,176 1,515,362

貸倒引当金 △1,474,784 △1,560,185

投資その他の資産合計 4,632,698 5,104,874

固定資産合計 8,264,121 9,337,502

資産合計 23,741,039 28,277,917



（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間末
(平成20年９月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 6,512,805 7,195,613

短期借入金 3,795,142 4,622,068

1年内返済予定の長期借入金 689,954 1,571,854

1年内償還予定の社債 357,500 1,586,000

リース債務 9,931 －

未払金 1,354,001 1,459,056

前受金 2,229,967 2,693,591

未払法人税等 735,870 402,159

賞与引当金 167,623 208,426

返品調整引当金 108,894 96,771

ポイント引当金 25,160 38,922

株主優待引当金 4,500 4,500

その他 1,527,817 1,799,706

流動負債合計 17,519,167 21,678,672

固定負債   

社債 901,131 403,750

長期借入金 677,126 1,193,036

リース債務 43,996 －

長期未払金 555,275 650,205

繰延税金負債 2,415 3,523

退職給付引当金 447,932 564,995

役員退職慰労引当金 77,446 164,303

負ののれん 294,062 388,861

長期リース資産減損勘定 213,655 281,877

その他 135,190 148,905

固定負債合計 3,348,233 3,799,458

負債合計 20,867,400 25,478,131

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,225,855 1,225,855

資本剰余金 1,652,124 1,652,124

利益剰余金 △2,415,140 △2,499,204

自己株式 △3,016 △3,016

株主資本合計 459,824 375,760

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 2,041 △3,756

繰延ヘッジ損益 △790 △5,529

為替換算調整勘定 4,261 △15,960

評価・換算差額等合計 5,513 △25,247

少数株主持分 2,408,301 2,449,272

純資産合計 2,873,638 2,799,786

負債純資産合計 23,741,039 28,277,917



（２）四半期連結損益計算書 
（第２四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 28,539,711

売上原価 15,480,083

売上総利益 13,059,627

販売費及び一般管理費 13,612,310

営業損失（△） △552,682

営業外収益  

受取利息 10,819

協賛金収入 82,130

負ののれん償却額 92,174

その他 110,078

営業外収益合計 295,203

営業外費用  

支払利息 149,207

手形売却損 6,855

その他 56,542

営業外費用合計 212,606

経常損失（△） △470,086

特別利益  

固定資産売却益 560,520

投資有価証券売却益 2,855

貸倒引当金戻入額 88,862

関係会社株式売却益 735,160

債務免除益 58,653

役員退職慰労引当金戻入額 34,089

その他 128,978

特別利益合計 1,609,121

特別損失  

固定資産除却損 15,087

投資有価証券評価損 36,979

投資有価証券売却損 3,002

貸倒引当金繰入額 19,860

減損損失 25,052

店舗閉鎖損失 40,156

その他 71,396

特別損失合計 211,535

税金等調整前四半期純利益 927,499

法人税、住民税及び事業税 741,241

法人税等調整額 17,787

少数株主利益 73,380

四半期純利益 95,089



（第２四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第２四半期連結会計期間 
(自 平成20年７月１日 
 至 平成20年９月30日) 

売上高 14,119,309

売上原価 7,684,557

売上総利益 6,434,751

販売費及び一般管理費 6,407,291

営業利益 27,460

営業外収益  

受取利息 2,407

協賛金収入 40,896

負ののれん償却額 46,131

その他 72,351

営業外収益合計 161,786

営業外費用  

支払利息 75,922

手形売却損 4,119

その他 27,774

営業外費用合計 107,816

経常利益 81,430

特別利益  

関係会社株式売却益 573,661

債務免除益 58,653

その他 84,898

特別利益合計 717,214

特別損失  

固定資産除却損 12,200

投資有価証券評価損 36,979

投資有価証券売却損 1,512

貸倒引当金繰入額 19,860

減損損失 17,664

店舗閉鎖損失 35,370

その他 53,465

特別損失合計 177,053

税金等調整前四半期純利益 621,590

法人税、住民税及び事業税 300,833

法人税等調整額 4,325

少数株主利益 43,868

四半期純利益 272,562



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー  

税金等調整前四半期純利益 927,499

減価償却費 173,936

減損損失 25,052

のれん償却額 293,540

負ののれん償却額 △92,174

退職給付引当金の増減額（△は減少） △117,068

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △86,856

返品調整引当金の増減額（△は減少） 13,311

賞与引当金の増減額（△は減少） △44,073

ポイント引当金の増減額（△は減少） △20,822

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,523,797

受取利息及び受取配当金 △10,819

支払利息 149,207

手形売却損 6,855

有形固定資産除却損 14,247

有形固定資産売却損益（△は益） △29

無形固定資産売却損益（△は益） △560,490

投資有価証券売却損益（△は益） 147

投資有価証券評価損益（△は益） 36,979

関係会社株式売却損益（△は益） △735,160

持分変動損益（△は益） 14

債務免除益 △58,653

売上債権の増減額（△は増加） 947,486

たな卸資産の増減額（△は増加） △23,424

仕入債務の増減額（△は減少） △640,779

前受金の増減額（△は減少） △463,623

その他 1,546,787

小計 △242,709

利息及び配当金の受取額 10,428

利息の支払額 △224,401

手形売却損による支払額 △6,855

法人税等の支払額 △397,529

営業活動によるキャッシュ・フロー △861,067



（単位：千円）

当第２四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年９月30日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー  

有形固定資産の取得による支出 △104,539

有形固定資産の売却による収入 30

無形固定資産の取得による支出 △81,693

無形固定資産の売却による収入 791,272

投資有価証券の取得による支出 △25,043

投資有価証券の売却による収入 53,375

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

1,021,861

貸付けによる支出 △16,881

貸付金の回収による収入 30,485

敷金及び保証金の差入による支出 △97,861

差入保証金の回収による収入 285,509

定期預金の増減額（△は増加） 44,000

その他 329

投資活動によるキャッシュ・フロー 1,900,843

財務活動によるキャッシュ・フロー  

短期借入金の返済による支出 △826,926

長期借入金の返済による支出 △1,397,809

社債の発行による収入 711,131

社債の償還による支出 △1,442,250

長期未払金の増減額（△は減少） △16

少数株主への配当金の支払額 △75,125

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,030,996

現金及び現金同等物に係る換算差額 15,483

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,975,736

現金及び現金同等物の期首残高 3,690,989

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,715,252



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

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

従い四半期連結財務諸表を作成しております。

（４）継続企業の前提に関する注記

当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

　当社グループは、前連結会計年度において、1,679百万

円の営業損失及び1,481百万円の営業キャッシュ・フロー

のマイナスを計上し、当第２四半期連結会計累計期間に

おいては、552百万円の営業損失及び861百万円の営業

キャッシュ・フローのマイナスを計上しております。 

  その結果、当該状況から、銀行借入の財務制限条項に

抵触する事実が発生しており、また、一部の短期借入金

について条件折衝のため、返済期日が経過していること

から、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在してお

ります。

　四半期連結財務諸表提出会社である当社は、当該状況

を解消すべく、平成20年5月23日付公表の「株式会社ヤマ

ノホールディングス　グループ再建計画」を外部の経営

コンサルティング会社の支援を仰ぎつつ、全社を挙げて

段階的に実行しております。

１．具体的な対策

  (1)「コア事業」への経営資源の集約化

①和装事業、訪問販売事業、金融事業及び連結子会

社の堀田丸正グループを「コア事業」と定義し、

資産・人材等の経営資源を集約する。  

②「コア事業」以外の「ノンコア事業」については、

撤退・規模縮小・資本関係見直し等を通じ当社連

結決算への影響を縮小するとともに、短期的な財

務体質の改善を図る。

　　なお、これに関連した当第２四半期連結会計期

間においての事業再編は以下のとおりでありま

す。  

・平成20年７月18日開催の当社取締役会において、

連結子会社である株式会社エックスワンの株式全

てを扶桑化学工業株式会社に譲渡する旨を決議し、

株式等譲渡契約書を締結し平成20年７月31日付で

株式会社エックスワンの株式全てを扶桑化学工業

株式会社に譲渡いたしました。

　(2)「コア事業」の収益力改善  

①和装事業における不採算店舗退店計画の加速化

・スクラップ&ビルドの推進によりコスト削減等によ

る店舗採算性の改善
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当第２四半期連結会計期間
（自　平成20年７月１日
至　平成20年９月30日）

　　これに関連して当第２四半期連結会計期間にお

いて21店舗を閉鎖しております。

②　訪問販売事業における営業拠点の統合

・不採算拠点を閉鎖・統合し横断的な拠点へ集約

　　これに関連して当第２四半期連結会計期間にお

いて10事業拠点を閉鎖しております。

　  ③　子会社の再編・統合

　　子会社の再編・統合を通じ従来の顧客基盤等を

より効率的に維持拡大する方法を検討する。具体

的には、事業譲渡及び合併により重複した管理部

門・経営資源の統合を図り業務効率化を目指す。

　　なお、これに関連した現時点の再編・統合は以

下のとおりであります。

・平成20年５月23日付「当社子会社による会社分

割及び連結子会社による吸収合併に関するお知ら

せ」にて公表したように平成20年7月1日を合併期

日とし株式会社ヤマノリテーリングスが株式会社

錦及びロイヤル・コスモ株式会社の2社を吸収合併

いたしました。

④　経営コストの低減に向けた構造改革

・適正人員数の見直しによる人件費の圧縮

・賃料の見直し、変更など店舗経費の圧縮

・資産の売却による有利子負債の圧縮

　　これに関しては、現在、経営コストの低減に向

けた構造改革中であります。

　また、財務面におきましては、当社は当第２四半期連

結会計期間以降においても金融機関等からの融資が継続

されていること、事業再編(企業売却)を通じ着実にニユー

マネーの創出を図っていること、更に現在も追加的動き

を積極的に展開しており当面の資金繰りに関して支障が

ないものと考えております。 なお、当第２四半期連結会

計期間末において、返済期日が経過している一部の短期

借入金について、平成20年11月11日現在金融機関との間

で期限延長の手続中でありますが、当社といたしまして

は、延長手続きが完了できるものと確信しております。

　また、再建計画に基づき、グループ会社の業務を機能

別にグルーピングしなから、統合、整理、清算等を実施

していく予定であります。

　四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成され

ており、上記のような重要な疑義の影響を四半期連結財

務諸表には反映しておりません。
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（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

当第２四半期連結会計期間（自平成20年７月１日　至平成20年９月30日）

和装事業

（千円）

宝飾事業

（千円）

洋装事業

（千円）

寝装事業

（千円）

健康関連事業

（千円）

ブランド事業

（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 3,607,060 3,238,218 2,934,772 688,029 1,780,736 20,000

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
21,056 4,492 1,345 -　 141 -　

計 3,628,117 3,242,710 2,936,117 688,029 1,780,878 20,000

営業利益又は営業損失（△） 121,651 95,169 △62,941 13,827 △74,310 18,483

美容事業

（千円）

その他事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 1,361,005 489,486 14,119,309 -　 14,119,309

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
2,105 18,139 47,281 (47,281) -　

計 1,363,110 507,625 14,166,590 (47,281) 14,119,309

営業利益又は営業損失（△） △21,093 △37,828 52,957 (25,497) 27,460

当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

和装事業

（千円）

宝飾事業

（千円）

洋装事業

（千円）

寝装事業

（千円）

健康関連事業

（千円）

ブランド事業

（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 6,750,753 6,314,393 6,323,917 1,259,227 3,591,389 206,174

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
36,947 12,106 4,560 -　 1,549 17,100

計 6,787,701 6,326,500 6,328,477 1,259,227 3,592,939 223,275

営業利益又は営業損失（△） △120,775 69,443 △70,294 △23,698 △241,097 61,485

美容事業

（千円）

その他事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高

(1）外部顧客に対する売上高 2,988,349 1,105,504 28,539,711 -　 28,539,711

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
2,105 35,558 109,928 (109,928) -　

計 2,990,455 1,141,063 28,649,640 (109,928) 28,539,711

営業利益又は営業損失（△） △25,659 △129,092 △479,688 (72,994) △552,682
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　　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、商品の種類で区分しております。

２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要な商品

和装事業  振袖、留め袖、訪問着、七五三祝着、和装小物、着付け教室等

宝飾事業  ダイヤモンドリング、ファッションリング、ネックレス、時計、ハンドバック等

洋装事業  スーツ、毛皮コート、ベビー・子供用品、ブラウス等

寝装事業  羽毛・羊毛ふとん、婚礼ふとん、タオルケット等

健康関連事業  スポーツ用品、スポーツ関連商品、健康関連商品等

ブランド事業  商標権使用許諾及び商工業製品のデザイン立案制作

美容事業  化粧品、浴用剤、美容室等

その他事業  信販、投資事業組合、その他商品等

３．会計処理方法の変更

　（棚卸資産の評価に関する会計基準）

　　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．（1）に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５日）を適用しております。この変更に伴う営業損失

への影響は軽微であります。

　（リース取引に関する会計基準）

　　「四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更」２．（3）に記載のとおり、第１四半期連結会計期間より

「リース取引に関する会計基準」（企業会計基準第13号（平成５年６月17日（企業会計審議会第一部会）、平成19年３月30日改

正））及び「リース取引に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第16号（平成６年１月18日（日本公認会計士協会

　会計制度委員会）、平成19年３月30日改正））を適用しております。この変更に伴う営業損失への影響は軽微であります。

〔所在地別セグメント情報〕

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　本邦の売上高は、全セグメントの売上高の合計に占める割合が90％超であるため、所在地別セグメント情報の

記載を省略しております。　

〔海外売上高〕

　当第２四半期連結累計期間（自平成20年４月１日　至平成20年９月30日）

　海外売上高は、連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

　該当事項はありません。
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「参考資料」

前年同四半期に係る財務諸表

（１）中間連結損益計算書

前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅰ　売上高 29,279,547 100.0

Ⅱ　売上原価 16,395,474 56.0

売上総利益 12,884,072 44.0

Ⅲ　販売費及び一般管理費 14,854,503 50.7

営業損失 1,970,430 △6.7

Ⅳ　営業外収益

１．受取利息及び配当金 17,485

２．協賛金収入 162,311

３．負ののれん償却額 214,135

４．免税消費税差益 52,480

５．その他 121,367 567,779 1.9

Ⅴ　営業外費用

１．支払利息 136,394

２．手形売却損 8,517

３．その他 59,479 204,390 0.7

経常損失 1,607,041 △5.5

Ⅵ　特別利益

１．固定資産売却益 1,224,842

２．投資有価証券売却益 14

３．債務免除益 2,446

４．雇用助成金 8,400

５．関係会社株式売却益 －

６．持分変動損益 35,983

７．その他 97,360 1,369,047 4.7
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前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）
百分比
（％）

Ⅶ　特別損失

１．固定資産売却損 60,996

２．固定資産除却損 22,756

３．店舗閉鎖損 82,900

４．貸倒引当金繰入額 3,655

５．投資有価証券評価損 11,655

６．減損損失 176,253

７．売上計上基準の変更に伴う修正額 －

８．事務所移転費用 63,313

９．その他 119,742 541,272 1.9

税金等調整前中間純損失 779,266 △2.7

法人税、住民税及び事業税 161,357

還付法人税等 △5,074

法人税等調整額 △24,237 132,045 0.4

少数株主利益 1,054,515 3.6

中間(当期)純損失
 

1,965,827 △6.7
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（２）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４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅰ　営業活動によるキャッシュ・
フロー

税金等調整前中間純損失 779,266

減価償却費 209,501

減損損失 176,253

有形固定資産除却損 20,656

有形固定資産売却益 △1,224,842

有形固定資産売却損 60,821

のれん償却額 398,774

負ののれん償却額 △214,135

退職給付引当金の減少額 △4,524

役員退職慰労引当金の減少
額

△74,830

賞与引当金の減少額 △5,951

返品調整引当金の減少額 △122

ポイント引当金の増(減)額 △43,328

貸倒引当金の増(減)額 △156,522

受取利息及び受取配当金 △17,485

支払利息 136,394

手形売却損 8,517

投資有価証券売却益 △14

持分変動損益 △35,983

投資有価証券評価損 11,655

売上債権の減少額 830,788

たな卸資産の(増)減額 △1,144,817

仕入債務の増加額 220,421

前受金の増加額 1,674,277

その他 △551,351

小計 △505,115

利息及び配当金の受取額 17,284

利息の支払額 △141,846

手形売却損 △8,517

法人税等の支払額 △899,681

営業活動によるキャッシュ・
フロー

△1,537,876
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前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅱ　投資活動によるキャッシュ・
フロー

投資有価証券の取得による
支出

△40,031

投資有価証券の売却による
収入

1,621

有形固定資産の取得による
支出

△169,431

有形固定資産の売却による
収入

1,651,872

無形固定資産の取得による
支出

△124,224

定期預金の預入による支出 △956,205

定期預金の払戻による収入 6,000

貸付による支出 △15,190

貸付金の回収による収入 111,815

敷金・保証金の支払いによ
る支出

△83,498

敷金・保証金の返却による
収入

284,435

子会社株式の取得による支
出

△1,268

新規連結子会社株式の取得
による支出

△11,000

その他 △80

投資活動によるキャッシュ・
フロー

654,813

Ⅲ　財務活動によるキャッシュ・
フロー

短期借入金の増(減)額 1,943,129

長期借入金の返済による支
出

△2,476,031

社債の償還による支出 △490,679

株式の発行による収入 6,876

配当金の支払額 △111,685

少数株主に対する配当金の
支払額

△4,251

長期未払金の支払いによる
支出

△15,819

財務活動によるキャッシュ・
フロー

△1,148,461
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前中間連結会計期間
（自　平成19年４月１日
至　平成19年９月30日）

区分 金額（千円）

Ⅳ　現金及び現金同等物に係る換
算差額

△9,478

Ⅴ　現金及び現金同等物の増
（減）額

△2,041,002

Ⅵ　現金及び現金同等物の期首残
高

6,486,224

Ⅶ　新規連結に伴う現金及び現金
同等物の増加額

－

Ⅷ　現金及び現金同等物の中間期
末（期末）残高

4,445,221
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（３）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

前中間連結会計期間（自平成19年４月１日　至平成19年９月30日）

和装事業

（千円）

宝飾事業

（千円）

洋装事業

（千円）

寝装事業

（千円）

健康関連事業

（千円）

ブランド事業

（千円）

売上高

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

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
40,353 26,470 5,691 ― 211 33,997

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

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

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

美容事業

（千円）

その他事業

（千円）

計

（千円）

消去又は全社

（千円）

連結

（千円）

売上高

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

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高
― 45,438 152,162 △152,162 ―

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

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

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

　　（注）１．事業区分の方法

事業区分は、商品の種類で区分しております。

２．各区分に属する主要な商品

事業区分 主要な商品

和装事業  振袖、留め袖、訪問着、七五三祝着、和装小物、着付け教室等

宝飾事業  ダイヤモンドリング、ファッションリング、ネックレス、時計等

洋装事業  スーツ、毛皮コート、ベビー・子供用品等

寝装事業  羽毛・羊毛ふとん、婚礼ふとん、タオルケット等

健康関連事業  スポーツ用品、スポーツ関連商品、健康関連商品等

ブランド事業  商標権使用許諾及び商工業製品のデザイン立案制作

美容事業  化粧品、浴用剤、美容室等

その他事業  信販、投資事業組合、レストラン運営等

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

用であります。
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４．会計処理方法の変更 

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

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

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

ります。

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

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

おります。

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

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

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

おります。

〔所在地別セグメント情報〕

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

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

〔海外売上高〕

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

10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。
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