
平成21年3月期 第3四半期決算短信 

平成21年2月10日

（百万円未満切捨て）

上場会社名 株式会社 ヤマノホールディングス 上場取引所 JQ 
コード番号 7571 URL http://www.yamano-hd.com/
代表者 （役職名） 代表取締役社長 （氏名） 太田 功

問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員財務本部長 （氏名） 金木俊明 TEL 03-3376-7878

四半期報告書提出予定日 平成21年2月13日

1.  平成21年3月期第3四半期の連結業績（平成20年4月1日～平成20年12月31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3四半期 40,236 ― △696 ― △603 ― △238 ―

20年3月期第3四半期 47,511 3.5 △1,977 ― △1,471 ― △2,064 ―

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3四半期 △10.66 ―

20年3月期第3四半期 △92.32 ―

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3四半期 21,165 2,262 0.4 3.69
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3四半期  82百万円 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 0.00
21年3月期 ― 0.00 ― ――― ―――

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 △520 ― △430 ― △290 ― △12.95

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21年2月10日に別途開示いたしました「特別損失の発生及び平成21年3月期通期の業
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 10 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、株式会社ヤマノショッピングプラザ、東京
ブラウス株式会社、東京華麗絲有限公司、株式
会社HAMANO1880、株式会社松崎、松崎生産
株式会社

）

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3四半期  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3四半期  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3四半期  22,372,950株 20年3月期第3四半期  22,372,950株



(1）業績 

 当第３四半期連結累計期間におけるわが国経済は、サブプライムローン問題の拡大による米大手金融機関の経営破

綻、国際金融市場の混乱等により、世界的な経済危機を迎えている中、上場企業の倒産件数も戦後最多となるなど、

景気の減速傾向が強まる状況となりました。 

 当社グループが属する業界においては、個人消費の冷え込み、年初来の衣料不況に加え、原料の乱高下もあり、業

界環境はより一層悪化いたしました。 

 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、引き続

き抜本的な構造改革に取組んでおります。また、平成20年11月11日に「緊急収益改善委員会」を発足し、短期的な業

績改善、営業収支・経常収支の黒字化に向けて、グループ全社一丸となって取り組んでおります。 

 なお、平成20年11月14日付けで、連結子会社であります株式会社ＨＡＭＡＮＯ1880、株式会社松崎、松崎生産株式

会社及び東京ブラウス株式会社の全株式を株式会社トライアイズ（大証ヘラクレス4840）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、健康関連事業におきましては第３四半期連結会計期間の売上は24億93百万円、営業利益は75百万円と大幅改

善いたしましたが、和装事業及び宝飾事業におきましては、市場全体が大きく冷え込んでおり、依然として厳しい経

営環境となりました。 

 その結果、当第３四半期連結累計期間における売上高は402億36百万円、営業損失は６億96百万円、経常損失６億

３百万円、第３四半期純損失は２億38百万円となりました。 

 1）「和装事業」 

 和装事業につきましては、消費者の節約志向の高まりにより、より一層厳しさを増しています。このような状況の

下、振袖の強化販売、現状に合わせた催事の計画変更を行うなど、売上の確保に努めてまいりました。卸部門におき

ましては、前四半期に引き続き、営業資産の圧縮による財務体質強化を図り、また営業コストの圧縮による収益の向

上に努めてまいりました。 

 この結果、和装事業の売上高は、96億79百万円、営業損失は３億８百万円となりました。 

 2）「宝飾事業」 

 宝飾事業につきましては、ジュエリー市場の冷え込みに加え、好調だった地金買取企画が、金・プラチナの下落に

伴い低調に推移し、全体としては厳しい状況となりました。 

 この結果、宝飾事業の売上高は、78億72百万円、営業損失は41百万円となりました。 

 3）「洋装事業」  

 洋装事業につきましては、個人消費の冷え込みにより催事来場客数も減少し、厳しい状況が続いておりますが、こ

のような状況の下、新商材を導入するなど売上の確保に努め、また、受発注管理の精度を高め、ロスをなくし在庫の

適正化を図るなど、経営効率の向上に努めてまいりました。 

 この結果、洋装事業の売上高は、86億82百万円、営業損失は61百万円となりました。 

 4）「寝装事業」 

 寝装事業につきましては、市場全体の販売が低迷している中、量販店への商品企画を積極的に行いました。 

 この結果、寝装事業の売上高は、22億95百万円、営業損失は３百万円となりました。 

 5）「健康関連事業」 

 健康関連事業につきましては、スノーウエアの売れ行きが好調となり、また、閉店セールの開催の告知を前倒しで

行うなど売上の確保に努めました。  

 しかしながら、第２四半期までの損失額を吸収しきれず、結果、健康関連事業の売上高は、60億84百万円、営業損

失は１億65百万円となりました。 

 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ております。 

 この結果、ブランド事業の売上高は、２億６百万円、営業利益は60百万円となりました。 

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 



 7）「美容事業」 

 美容事業につきましては、店外看板のデザインを一新し広告効果の増大を図るとともに、顧客満足度アップをサロ

ンに意識徹底するため、接遇マナー技術強化講習を実施、集客及び固定客の確保に努めてまいりました。 

 この結果、美容事業の売上高は、38億85百万円、営業損失は35百万円となりました。 

 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。グループカード事業をグループ各社の協力の下すすめてお

ります。また、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。 

 しかしながら、信販会社の与信供与厳格化や、昨今の消費マインドの低迷などの影響により、グループ各社のクレ

ジット売上全般が低迷しており、この結果その他事業の売上高は、15億29百万円、営業損失は１億17百万円となりま

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、211億65百万円となり、前連結会計年度末比71億12百万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8億94百万円減少のほか、子会社の売却による減少であります。 

 なお、純資産22億62百万円となり、自己資本比率は0.4％となりました。 

  

(キャッシュ・フローの状況) 

 当第３四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損

失が６億84百万円となり、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８億43百万円減少し28億47百万円となりました。 

 （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、49百万円となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益６億84百万円に対し、前受金の減少額６億88百万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、35億97百万円となりました。 

  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20億41百万円、差入保証

金の回収による収入４億53百万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、43億68百万円となりました。 

  これは主に、短期借入金の返済による支出16億49百万円、長期借入金の返済による支出16億37百万円、社債の償還

による支出15億56百万円によるものであります。 

  



当第３四半期会計期間において、サブプライムローン問題の拡大による米大手金融機関の経営破綻、国際金融市

場の混乱等により、世界的な経済危機を迎えている中、景気は急減速いたしました。また、当社グループが属する

業界においては、個人消費の冷え込み、年初来の衣料不況に加え、原料の乱高下もあり、業界環境はより一層悪化

いたしました。 

このような状況下、当社グループでは、各事業におきましては、在庫滞留を防ぐため在庫処分を目的に不採算店

舗の閉店セールを開催する他、寝装事業におきましては量販店への商品企画を積極的に行うなど、売上の確保に努

めた結果、売上高については、概ね計画通り見通しであります。 

しかしながら閉店セール等による商品値下げによって売上総利益の減少や、店舗閉鎖に伴う費用の発生により平

成20年11月11日に公表した業績予想を修正いたします。 

なお、店舗閉鎖による経費節減効果は来期以降に反映されることが見込であります。 

売上高につきましては、前回予想数値とほぼ同様の数値を見込んでおりますが、前述の理由により、営業利益は

前回公表数値から267百万円減少し520百万円の営業損失、経常利益は281百万円減少し430百万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、前述の特別損失計上の影響により、前回公表数値から413百万円減少し

290百万円の当期純損失に修正いたします。 

なお、平成20年11月11日の平成21年３月期 第２四半期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。 

  

(株式譲渡による減少 ５社) 東京ブラウス株式会社、東京華麗絲有限公司、株式会社ＨＡＭＡＮＯ1880 

                            株式会社松崎、松崎生産株式会社 

  

   

① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

 当第３四半期連結会計期間末の貸倒実績率が前連結会計年度末に算定したものと著しい変化がないと認め

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

② 棚卸資産の評価方法 

当第３四半期連結会計期間末の棚卸高の算出に関しては、実地棚卸を省略し、第２四半期連結会計期間末の

実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

③ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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

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

ンニングを利用する方法によっております。 

  

３．連結業績予想に関する定性的情報 

  
売上高 営業利益 経常利益 当期純利益 

１株当り 

当期純利益 

前回発表予想 (A) 51,123 △ 253 △ 149 123 5.49 

今回修正予想 (B) 51,123 △ 520 △ 430 △ 290 △ 12.95 

増 減 額  (B‐A) 0 △ 267 △ 281 △ 413 ― 

増 減 率 (％) 0.0 ― ― ― ― 

(ご参考)前期実績 

(平成20年３月期) 
64,581 △ 1,679 △ 1,067 △ 2,505 △ 111.96 

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） 

（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 

（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３四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
響は軽微であります。 



  

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３四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３四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

響は軽微であります。 

  



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３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成20年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,858,858 4,753,745

受取手形及び売掛金 4,142,431 6,303,527

商品 4,474,621 5,465,423

製品 514,325 964,424

原材料 125,531 170,239

仕掛品 28,050 79,625

貯蔵品 56,874 103,791

繰延税金資産 － 159,727

その他 968,182 2,586,621

貸倒引当金 △126,062 △1,646,709

流動資産合計 14,042,811 18,940,415

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 2,377,932 2,871,053

減価償却累計額 △1,428,920 △1,676,765

建物及び構築物（純額） 949,011 1,194,287

機械装置及び運搬具 61,759 62,378

減価償却累計額 △54,056 △53,181

機械装置及び運搬具（純額） 7,702 9,196

工具、器具及び備品 1,074,365 1,301,160

減価償却累計額 △897,512 △1,072,938

工具、器具及び備品（純額） 176,853 228,221

土地 1,120,257 1,269,369

リース資産（純額） 9,164 －

有形固定資産合計 2,262,989 2,701,075

無形固定資産   

のれん 510,156 1,116,798

その他 168,717 414,753

無形固定資産合計 678,874 1,531,552

投資その他の資産   

投資有価証券 229,172 468,571

長期貸付金 189,726 554,221

敷金及び保証金 3,197,392 3,831,844

繰延税金資産 275,462 295,060

その他 998,708 1,515,362

貸倒引当金 △709,501 △1,560,185

投資その他の資産合計 4,180,960 5,104,874

固定資産合計 7,122,824 9,337,502

資産合計 21,165,635 28,277,917



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成20年12月31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 7,085,832 7,195,613

短期借入金 2,970,275 4,622,068

1年内返済予定の長期借入金 677,815 1,571,854

1年内償還予定の社債 297,500 1,586,000

リース債務 2,107 －

未払金 1,021,772 1,459,056

前受金 2,004,605 2,693,591

未払法人税等 689,311 402,159

賞与引当金 183,244 208,426

返品調整引当金 15,668 96,771

ポイント引当金 26,915 38,922

株主優待引当金 4,500 4,500

その他 1,381,485 1,799,706

流動負債合計 16,361,036 21,678,672

固定負債   

社債 847,381 403,750

長期借入金 449,536 1,193,036

リース債務 7,374 －

長期未払金 534,271 650,205

繰延税金負債 1,571 3,523

退職給付引当金 187,470 564,995

役員退職慰労引当金 77,446 164,303

負ののれん 110,578 388,861

長期リース資産減損勘定 194,093 281,877

その他 132,835 148,905

固定負債合計 2,542,559 3,799,458

負債合計 18,903,596 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 △2,748,832 △2,499,204

自己株式 △3,016 △3,016

株主資本合計 126,132 375,760

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △8,719 △3,756

繰延ヘッジ損益 － △5,529

為替換算調整勘定 △34,956 △15,960

評価・換算差額等合計 △43,675 △25,247

少数株主持分 2,179,582 2,449,272

純資産合計 2,262,039 2,799,786

負債純資産合計 21,165,635 28,277,917



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 40,236,303

売上原価 22,406,005

売上総利益 17,830,298

販売費及び一般管理費 18,526,949

営業損失（△） △696,650

営業外収益  

受取利息 20,890

協賛金収入 105,346

負ののれん償却額 127,254

その他 142,615

営業外収益合計 396,106

営業外費用  

支払利息 208,388

手形売却損 9,065

その他 85,624

営業外費用合計 303,078

経常損失（△） △603,622

特別利益  

固定資産売却益 645,739

投資有価証券売却益 3,566

貸倒引当金戻入額 137,667

関係会社株式売却益 824,657

債務免除益 58,653

役員退職慰労引当金戻入額 34,089

その他 151,037

特別利益合計 1,855,411

特別損失  

固定資産売却損 838

固定資産除却損 26,027

投資有価証券評価損 68,279

投資有価証券売却損 3,712

貸倒引当金繰入額 19,860

減損損失 208,749

店舗閉鎖損失 119,594

その他 120,676

特別損失合計 567,739

税金等調整前四半期純利益 684,049

法人税、住民税及び事業税 788,016

法人税等調整額 17,988

少数株主利益 116,646

四半期純損失（△） △238,601



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成20年10月１日 
 至 平成20年12月31日) 

売上高 11,696,592

売上原価 6,925,921

売上総利益 4,770,670

販売費及び一般管理費 4,914,638

営業損失（△） △143,967

営業外収益  

受取利息 10,071

協賛金収入 23,216

負ののれん償却額 35,079

その他 32,536

営業外収益合計 100,903

営業外費用  

支払利息 59,180

手形売却損 2,210

その他 29,081

営業外費用合計 90,472

経常損失（△） △133,536

特別利益  

固定資産売却益 85,219

投資有価証券売却益 711

貸倒引当金戻入額 48,805

関係会社株式売却益 89,496

その他 22,058

特別利益合計 246,290

特別損失  

固定資産売却損 838

固定資産除却損 10,939

投資有価証券評価損 31,300

投資有価証券売却損 710

減損損失 183,696

店舗閉鎖損失 79,437

その他 49,280

特別損失合計 356,204

税金等調整前四半期純利益 △243,450

法人税、住民税及び事業税 46,774

法人税等調整額 201

少数株主利益 43,265

四半期純損失（△） △333,691



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 684,049

減価償却費 239,398

減損損失 208,749

のれん償却額 415,175

負ののれん償却額 △127,254

退職給付引当金の増減額（△は減少） △117,283

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） 8,941

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,511

ポイント引当金の増減額（△は減少） △12,006

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,943,098

受取利息及び受取配当金 △20,890

支払利息 208,388

手形売却損 9,065

有形固定資産除却損 25,187

有形固定資産売却損益（△は益） △84,410

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） 146

投資有価証券評価損益（△は益） 68,279

関係会社株式売却損益（△は益） △824,657

持分変動損益（△は益） 8,131

債務免除益 △58,653

売上債権の増減額（△は増加） 521,819

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,039

仕入債務の増減額（△は減少） 761,482

前受金の増減額（△は減少） △624,554

その他 2,027,163

小計 713,350

利息及び配当金の受取額 20,364

利息の支払額 △280,525

手形売却損による支払額 △9,065

法人税等の支払額 △493,358

営業活動によるキャッシュ・フロー △49,234



（単位：千円）

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年12月31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 △132,577

有形固定資産の売却による収入 294,547

無形固定資産の取得による支出 △103,095

無形固定資産の売却による収入 791,087

投資有価証券の取得による支出 △6,512

投資有価証券の売却による収入 127,836

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

2,041,580

貸付けによる支出 △93,145

貸付金の回収による収入 300,111

敷金及び保証金の差入による支出 △127,703

差入保証金の回収による収入 453,988

定期預金の増減額（△は増加） 51,000

その他 335

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,597,453

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 △1,649,000

長期借入金の返済による支出 △1,637,538

社債の発行による収入 711,131

社債の償還による支出 △1,556,000

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

子会社による子会社自己株式取得による支出 △162,319

その他 △93

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,368,962

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,143

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △843,887

現金及び現金同等物の期首残高 3,690,989

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,847,102



 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３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31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３四半期連結会計累計期

間においては、690百万円の営業損失及び49百万円の営

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３四半期連結会計期

間においての事業再編は以下のとおりでありま

す。   

 ・当社連結子会社の堀田丸正株式会社は、平成20

年10月29日開催の取締役会において、連結子会社

である株式会ＨＡＭＡＮＯ1880、東京ブラウス株

式会社、東京華麗絲有限公司、株式会社松崎及び

松崎生産株式会社の株式全てを株式会社トライア

イズ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11月14日付で株式全てを株式会社

トライアイズ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 

  これに関連して当第３四半期連結会計期間にお

いて４店舗を閉鎖しております。 



  

当第３四半期連結会計期間 
（自 平成20年10月１日 
至 平成20年12月31日） 

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３四半期連結会計期間にお

いて６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。 

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３四半期連

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第３四半期連結会計期間末

より１年間の資金繰りに関して支障がないものと考えて

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。 



当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日） 

当第３四半期連結累計期間（自平成20年４月１日 至平成20年12月31日） 

（５）セグメント情報 

〔事業の種類別セグメント情報〕 

  
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  2,928,512 1,557,963 2,358,808 1,036,291  2,493,545 -

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 12,981 4,170 1,574 - - -

計  2,941,493 1,562,133 2,360,383 1,036,291  2,493,545 -

営業利益又は営業損失（△）  △160,083 △110,559 8,638 19,723  75,800 △514

  
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  897,092 424,378 11,696,592 -  11,696,592

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
- 11,188 29,914 (29,914) - 

計  897,092 435,567 11,726,507 (29,914)  11,696,592

営業利益又は営業損失（△）  △9,746 11,127 △165,615 21,647  △143,967

  
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  9,679,265 7,872,357 8,682,725 2,295,519  6,084,935 206,174

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 22,227 16,276 2,274 -  1,549 17,100

計  9,701,492 7,888,633 8,685,000 2,295,519  6,086,485 223,275

営業利益又は営業損失（△）  △308,561 △41,115 △61,655 △3,975  △165,296 60,970

  
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  3,885,442 1,529,883 40,236,303 -  40,236,303

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 2,105 46,746 108,281 (108,281) - 

計  3,887,548 1,576,630 40,344,585 (108,281)  40,236,303

営業利益又は営業損失（△）  △35,406 △117,964 △673,006 (23,644)  △696,650



  （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 

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。 

４．当第３四半期連結会計期間において、当社連結子会の株式会社ＨＡＭＡＮＯ1880、株式会社松崎、松崎生産株式会社および東京

ブ ラウス株式会社を株式譲渡したことにより、宝飾事業における資産の金額が2,082,494千円減少しており、また洋装事業にお

ける資産の金額が1,421,134千円減少しております。 

  

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日 至平成20年12月31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。  

  

当第３四半期連結会計期間（自平成20年10月１日 至平成20年12月31日）及び当第３四半期連結累計期間（自

平成20年４月１日 至平成20年12月31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。 

  

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 

〔所在地別セグメント情報〕 

〔海外売上高〕 

（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。 

  



「参考資料」  

前年同四半期に係る財務諸表等 

（１）（要約）四半期連結損益計算書 

前第３四半期連結累計期間（平成19年４月１日～平成19年12月31日） 

  

  

科目 

前年同四半期 
（平成20年３月期 
第３四半期） 

金額（百万円） 

Ⅰ 売上高  47,511,736

Ⅱ 売上原価  26,739,603

売上総利益  20,772,133

Ⅲ 販売費及び一般管理費  22,749,870

営業損失（△）  △1,977,737

Ⅳ 営業外収益  805,683

Ⅴ 営業外費用  299,674

経常損益（△）  △1,471,728

Ⅵ 特別利益  1,448,133

Ⅶ 特別損失  692,632

税金等調整前四半期純損失
（△）  

 △716,227

法人税、住民税及び事業税  290,439

法人税等調整額  △73,506

還付法人税等   △5,074

少数株主利益   1,136,419

四半期純損失（△）  △2,064,505
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