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1.  20年12月期の業績（平成20年1月1日～平成20年12月31日） 

 

(2) 財政状態 

 

(3) キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 経営成績 （％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

百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

20年12月期 18,820 △6.1 176 △72.9 292 △61.6 △260 ―

19年12月期 20,038 1.1 650 △15.5 762 △12.7 391 23.9

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期

純利益
自己資本当期純利益率 総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

20年12月期 △14.00 ― △2.3 1.7 0.9
19年12月期 20.99 ― 3.2 4.2 3.2

（参考） 持分法投資損益 20年12月期  ―百万円 19年12月期  ―百万円

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12月期 16,308 11,092 68.0 596.72
19年12月期 17,713 12,066 68.1 647.60

（参考） 自己資本   20年12月期  11,092百万円 19年12月期  12,066百万円

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12月期 △72 △49 △198 721
19年12月期 180 △26 △195 1,042

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額（年
間）

配当性向
純資産配当

率（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 百万円 ％ ％

19年12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 186 47.6 1.5
20年12月期 ― 5.00 ― 5.00 10.00 186 ― 1.6

21年12月期 
（予想）

― 5.00 ― 5.00 10.00 ――― 309.8 ―――

3.  21年12月期の業績予想（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

 

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

第2四半期累計期間 9,500 △1.7 110 △44.5 160 △40.5 60 △37.3 3.23
通期 18,500 △1.7 100 △43.2 200 △31.7 60 ― 3.23
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4.  その他 
(1) 重要な会計方針の変更 

 

(2) 発行済株式数（普通株式） 

(注) １株当たり当期純利益の算定の基礎となる株式数については、29ページ「１株当たり情報」をご覧ください。  

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 20年12月期  19,300,000株 19年12月期  19,300,000株

② 期末自己株式数 20年12月期  710,333株 19年12月期  666,705株

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記の予想は本資料の発表日現在において入手可能な情報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可能性がありま
す。 
 なお、上記予想に関する事項は添付資料5ページをご参照下さい。  
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当期におけるわが国経済は、米国に端を発した金融危機が世界的規模に拡大し、急激な円高の進行と

実需の減少に伴う企業収益の急速な悪化により、大手企業が相次いで人員削減を発表したことから雇

用・所得環境の不安が高まり、景気後退の深刻化・長期化が避けられない状況となりました。 

 当アパレル業界におきましても、主要販路である大型小売店の売上高が衣料品を中心に前年を大幅に

下回る水準で推移する中、一部では低価格商品の販売が好調な企業もありましたが、消費者マインドの

急激な冷え込みや生活防衛意識の高まりによる買い控え傾向が鮮明になり、極めて厳しい経営環境が続

きました。 

 こうした状況の中で当社は、お客様からのお問合せが多くなりましたホテルでの「お別れの会、偲ぶ

会、送る会」など、近年の新しいエンディング・セレモニーに相応しいスタイリング指針を実態調査の

うえ顧客起点で取りまとめ、全国の販売員にコーディネート研修を実施するなど、お客様からのご要望

にお応えできる販売体制を整えました。また、幼稚園や小学校の説明会、面接の際のお母様用スーツと

して「お受験スーツ」への取り組みも強化し、成果を上げております。 

 多様化するマーケットへの対応としましては、フォーマルシーンをもっと豊かにするための知識やノ

ウハウをご紹介する「ソワールカレッジ」を立ち上げ、消費者向けにダイレクトにフォーマル情報やフ

ァッション関連のセミナーを開催するなど、多様なソフトを提供することでお客様との相互の意見交流

を図るとともに、お客様の視点に立つことでホームページを充実させるなど、今後の飛躍に向けて新た

なマーケットづくりに取り組んでおります。また、昨春好調であったプレタブランドの再構築を推進す

るため、雑誌への連動や取引先系列に特化した効率的な販売促進を展開しましたが、消費者の低価格志

向への転換が強まりプレタラインの販売は一層厳しいものとなり、買い控え傾向も一層強まったことか

ら、特に主力のブラックフォーマルの販売は厳しい状況となりました。 

 この結果、売上高はカラーフォーマルが37億26百万円(前期比0.4％増)、アクセサリー類が32億34百

万円(同1.0％増)となりましたものの、ブラックフォーマルは一部の取引先からの要請で、店頭在庫の

削減や取引形態を委託取引から消化取引へと切り替えたことによる一時的な売上高減少も加わり118億

59百万円(同9.6％減)と苦戦を強いられたことから、当期の売上高は前年比6.1％減の188億20百万円と

なりました。 

 利益面では、プレタラインなど粗利益率が高いブラックフォーマルの売上高落ち込みや店頭での値下

げ処分など販売単価のダウンに加え、返品調整引当金の影響もあって、売上総利益率は前期比1.7ポイ

ントダウンいたしました。 

 販売費及び一般管理費は、販売促進費および広告宣伝費の削減を始め、あらゆる経費の削減に取り組

み、全体では前期比4.8％(4億48百万円)削減しましたものの、売上高の減少に伴う利益の落ち込みを補

いきれず、営業利益は1億76百万円(前期比72.9％減)、経常利益は2億92百万円(同61.6％減)となりまし

た。また、株式相場の下落に伴う投資有価証券評価損3億72百万円を計上しましたことから、当期純損

失2億60百万円の計上を余儀なくされました。 

  

１ 経営成績

(1) 経営成績に関する分析
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①資産、負債及び純資産の状況 

（資産の部） 

 流動資産は前期に比べ483百万円減少いたしました。これは主に棚卸資産の増加240百万円があったも

のの、売上債権の減少479百万円や現金及び預金の減少320百万円等によるものであります。 

 固定資産は前期に比べ920百万円減少しました。これは主に投資有価証券の減損処理による減少372百

万円に加え、評価差額益が前期に比べ868百万円減少したことによるものであります。 

（負債の部） 

 流動負債は前期に比べ436百万円減少しました。これは主に仕入債務の減少183百万円や未払金の減少

124百万円によるものであります。 

 固定負債は前期に比べ5百万円増加しましたが、これは退職給付引当金が22百万円減少したものの、

役員退職慰労引当金が27百万円増加したことによるものであります。なお、繰延税金負債5百万円は長

期繰延税金資産356百万円と相殺し、差額の350百万円を長期繰延税金資産として表示しております。 

（純資産の部） 

 株主資本は前期に比べ458百万円減少しました。これは主に前期繰越利益剰余金854百万円があったも

のの、当期純損失260百万円や剰余金の配当186百万円により繰越利益剰余金が446百万円減少したこと

によるものであります。 

 また、評価・換算差額等において516百万円減少しましたが、これは投資有価証券の評価差額益の減

少に伴い、その他有価証券評価差額金が516百万円減少したことによるものであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況 

当期における現金及び現金等価物（以下「資金」という。）は、営業活動による資金減72百万円、投

資活動による資金減49百万円、財務活動による資金減198百万円により、前期末に比べ320百万円減少し

当期末には721百万円となりました。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果使用した資金は、前期は180百万円の資金の増加でしたが、当期は72百万円の支出と

なりました。これは主に、売上債権の減少479百万円や投資有価証券評価損372百万円があったものの、

棚卸資産の増加240百万円や法人税等の支払額210百万円、税引前当期純損失75百万円等によるものであ

ります。 

（投資活動によるキャッシュ・フロー） 

 投資活動の結果使用した資金は、前期に比べ23百万円増加し49百万円となりました。これは主に、投

商品別売上高

(単位：百万円未満切捨)
区        分 前  期 当 期 前  期 比

構成比 構成比 増減額 増減比率
      百万円 ％      百万円 ％      百万円 ％

ブラックフォーマル 13,125 65.5 11,859 63.0 △ 1,266 △ 9.6

カラーフォーマル 3,711 18.5 3,726 19.8 14 0.4

アクセサリー類 3,201 16.0 3,234 17.2 33 1.0

合         計 20,038 100.0 18,820 100.0 △ 1,218 △ 6.1

(2) 財政状態に関する分析
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資有価証券の売却による収入50百万円や貸付の回収による収入31百万円があったものの、固定資産の取

得による支出65百万円や投資有価証券取得による支出63百万円等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） 

 当期における財務活動による資金の減少は198百万円であり、前期に比べ支出が2百万円増加しまし

た。これは配当金の支払い及び自己株式の取得による支出の増加によるものであります。 

  

わが国経済は、輸出産業を中心に外需主導で成長してきたことから、底入れの時期も米国など海外景

気よりは遅れるリスクが指摘され、経営環境は引き続き厳しい状況が続くものと予想されます。 

 こうした状況の中で当社は、会社設立40周年を迎えて販売促進キャンペーンを打ち出すなど、現在の

市況にマッチした商品価格ラインの提供を行うことで売上高の確保を図る一方、売上高の伸びに期待し

た経営はリスクを伴うことから、徹底した効率化による収益面での構造改革を積極的に推進し、企業体

質強化のための効率経営を推進いたします。 

 以上により、平成21年12月期の通期の業績予想につきましては、売上高185億円、営業利益1億円、経

常利益2億円、当期純利益60百万円を予想しております。 

  

当社は、株主の皆様に対する利益還元を経営の 重要政策の一つと位置付けております。このような

認識のもと、利益配分につきましては上場以来1株当たり年間10円の安定配当を継続してまいりまし

た。 

 利益配分の基本的スタンスとしては、1株当たり年間10円配当を安定的利益還元のベースとしたうえ

で、配当性向40％を目処として、業績向上により一層の利益還元に努めてまいります。 

 内部留保資金につきましては、安定的かつ継続的な配当を維持しつつ、フォーマルウェアを取り巻く

市場動向に留意のうえ、将来の事業展開と企業体質強化に向けて活用していく方針であります。 

 なお、当期の配当につきましては、期末配当を1株につき5円とさせていただく予定であります。これ

により、1株当たり年間配当金は、中間配当5円と合わせて10円となります。 

 次期の配当につきましては、利益配分に関する基本方針に基づき、1株につき年間10円（中間配当金5

円、期末配当金5円）を予定しております。 

  

当社の業績は、今後起こりうる様々な事象・要因により影響を受ける可能性があります。下記に、投

資者の判断に重要な影響を及ぼす可能性があると考えられる主要な事項を記載しております。 

 なお、文中における将来に関する事項は、当事業年度末（平成20年12月31日）現在において、当社が

判断したものであります。 

  

①景気変動による影響 

 当社の売上高の大部分が、百貨店及び量販店への売上によるものであります。また当社はフォーマル

ウェアの専業メーカーとしてアクセサリー等の服飾雑貨品を含めた製造卸売りを行っております。従

来、フォーマルウェアは一般婦人服と比較して、景気等にあまり影響を受けず安定しているとされてお

りましたが、売上高の大部分を占める百貨店及び量販店の集客力回復やフォーマル売場の活性化なくし

(3）次期の見通し

(4）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当

(5) 事業等のリスク
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て、売上高の増加は困難であります。 

 また当社の重要な販売先が倒産した場合には、売上はその分減少し、売掛債権が回収不能となる可能

性があります。 

  

②他社との市場競争 

 生活様式の多様化、消費動向の変化に伴い、冠婚葬祭におけるルールとマナーを踏まえながらも、自

分なりの装い方を楽しむ傾向が近年あり、フォーマル売場におけるヤング世代の顧客獲得が困難になる

可能性があります。これに伴って、フォーマル売場での競合激化に加え、ショップを中心とした他社と

の顧客獲得が激しくなることが想定されます。 

  

③取引先からの要請 

 大型小売店の経営統合の増加など、販売先の交渉力強化に伴う納入掛率等、取引条件の悪化、取引先

物流機能の再編に伴う当社の物流コスト負担、また当社との取引継続を一方的に解除された場合など

は、当社の業績等に悪影響を与える可能性があります。 

 また販売先からの取引条件切り換え依頼で、売上高の計上時期を販売時点から小売販売時点へと変更

することに伴い、一時的に売上高が減少することがあります。取引高が大きい販売先の場合には、一時

的ではありますが当社の業績に重大な影響を及ぼす可能性があります。なお、この場合には当社の売掛

金は大幅に圧縮されますものの、販売先店頭における在庫管理や当社売上計上におけるコスト負担が増

すことになります。 

  

④天候不順の影響 

 当社の業績は、従来、季節の天候不順による影響は寡少でありましたが、 近の大規模な気候変動に

よる天候不順により、一般婦人服と同様に業績に影響を受ける状況にあります。 

 また、販売先では婦人服全体の不振が在庫増を招く結果となり、そのあおりでフォーマルの在高に対

して予想以上に規制を受ける場合があり、そのときの気候変動により、量販店ではシーズン商品の立上

り時期が決算月をまたがる場合もあります。 

  

⑤ブランドのサブライセンス契約 

 海外の有力ブランドとのサブライセンス契約において、契約期間の満了に伴い契約の継続を一方的に

打ち切られた場合は、当社の業績に大きな影響を与える可能性があります。 

  

⑥海外生産に関するリスク 

 現在、当社は製品の一部を商社を通して中国およびベトナムで生産しておりますが、為替相場の変

動、予期せぬ法律や規制の変更、縫製工賃の上昇、不測の疾病等による技術指導や輸入への影響などの

リスクが発生する可能性があります。 

  

⑦原材料価格の変動について 

 当社製品の表地・裏地は、主要原材料としてポリエステルを多く使用しているため、原油価格の上昇

に伴う原材料価格の変動が、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。 
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⑧商品の品質に関するリスク 

 当社は、様々な検査を受け、厳しい基準に合格した高い品質の商品をお届けしております。ＱＴＥＣ

[(財)日本繊維製品品質技術センター]からは検品技術者の認定を受け、またＳＩＦマーク使用の認定も

受け、技術力に裏付けされた品質維持には特に配慮しております。しかしながら製造物責任に関する事

故が発生した場合には、企業イメージのダウンなどで、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

  

⑨新規事業開発に関するリスク 

 当社は、今後の利益拡大にあたっては収益構造の転換が重要な課題となり、一方では増収策として新

分野進出の基盤づくりも必要とされております。今後は新分野進出へのチャレンジを繰り返しトライす

る予定でおりますが、市況の変化などによっては当初計画が達成できず、当社の業績に影響を及ぼす可

能性があります。 

  

⑩退職給付債務の状況 

 当社は規約型確定給付企業年金制度及び東京アパレル厚生年金基金に加入しておりますが、東京アパ

レル厚生年金基金は複数事業主制度の企業において、総合設立の厚生年金基金を採用しております。東

京アパレル厚生年金基金の年金資産の状況や株式市場等の悪化による運用結果次第では、掛金の拠出額

が増加する可能性があります。 

  

当社は、子会社及び関連会社を有しておりませんので、企業集団の状況についての記載は省略してお

ります。 

  

当社は、「ファッションビジネスを通じて日本女性の生活文化向上に寄与する」ことを経営理念と

し、創業以来、フォーマルウェア及び関連アクセサリー類の製造・販売業務を通して社会に貢献できる

企業を目指してまいりました。 

 フォーマルウェアは人生の節目ごとに着用する機会が多い洋服ですので、ファッション性・機能性に

優れていることはもとより、品質面においても 高レベルのものを提供できるよう努めております。 

 財務面におきましては、より財務体質の健全性を堅持し、さらに今後は資本効率を高めて「企業価

値」の 大化に努めるとともに、会社の安定した成長を図るべく経営努力を重ねてまいります。 

  

当社は、株主重視の方針に基づき、株主価値増大に向けてROE（株主資本当期純利益率）の向上を基

本的な目標としております。 

 中長期的な経営指標として、売上高経常利益率5％、ROE4％以上の実現を目指しております。 

  

 当アパレル業界は、大型小売店の既存店売上高が衣料品を中心に前年を下回る水準で推移し、また、

百貨店の経営統合による再編やＧＭＳによる非効率店舗の見直しが加速する中、今後の当社の利益拡大

２ 企業集団の状況

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および会社の対処すべき課題
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にあたっては、新たな増収策と収益構造の転換が重要な経営課題となりました。そのため、構造改革委

員会を立ち上げテーマ毎に分科会を作り検討を進めておりますが、経費構造の抜本的な改革を実施する

とともに、新分野進出の基盤づくりとそれを支える組織の見直しを行います。 

 また、既存販路の活性化を も重要な課題として捉え、今春発売の「ウンガロ・ソワ」は低迷するプ

レステージゾーンに刺激を与えられるよう、新しい提案を行うなど、今まで築いてきたお取引先との信

頼関係を大切にしながらも、展開型数の削減に取り組むほか、返品・再納品による商品の陳腐化や物流

コストの増加ならびに作業の煩雑さ等の無駄を省き、在庫の適正化、効率化および商品消化率の向上を

進めてまいります。また、採算性が厳しい店舗につきましては、お取引先との話し合いを進め、より合

理的なお取引条件、販売体制を確立するよう商談を進めてまいります。 

 比較的好調なアクセサリー類の販売にあたっては、アクセサリー専任のスーパーバイザー機能の強

化・拡大を図り、引き続き売れ筋商品のフォローやコーディネート販売を強化し、これを支援する物流

体制を整備いたします。併せて、新アイテムの開発も推進してまいります。 

 生産体制につきましては、従来の中国生産に加えて、リスク回避の意味合いからも、ベトナム生産を

より一層推進するとともに、現在の高品質を維持しながらも原材料の調達に始まり縫製工場の操業まで

細部に亘る見直しを行い、コスト削減に向けた課題に取り組みます。 

 販売員人事管理面におきましては、引き続き販売員に対するモチベーション施策として、販売支援体

制の整備やインセンティブ制度の充実を図り、お客様の視点に立ち「おもてなしの心」をもった販売活

動に取り組むなど、フォーマル売場ならではの顧客サービスを推進することで、顧客満足度を高めてま

いります。 

 多様化するマーケットへの対応としましては、女性の社会進出が進む中でフォーマルウェアを介した

生活文化全般を「フォーマルライフ」と捉え、アライアンスやコラボレーションによる事業領域の拡大

など、企業価値の増大に向けた取り組みを研究してまいります。 
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４ 財務諸表

(1) 貸借対照表

前事業年度 

(平成19年12月31日)

当事業年度 

(平成20年12月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(資産の部)

Ⅰ 流動資産

 １ 現金及び預金 1,042,039 721,252 △320,787

 ２ 受取手形 45,535 31,239 △14,296

 ３ 売掛金 4,499,223 4,034,205 △465,017

 ４ 商品 398,318 430,803 32,485

 ５ 製品 3,218,253 3,436,581 218,328

 ６ 原材料 9,467 396 △9,071

 ７ 仕掛品 205,072 203,848 △1,223

 ８ 前払費用 238,198 320,101 81,902

 ９ 繰延税金資産 62,562 47,785 △14,776

 10 未収入金 9,696 14,909 5,213

 11 その他 23,178 26,517 3,339

   流動資産合計 9,751,545 55.1 9,267,642 56.8 △483,903

Ⅱ 固定資産

 (1) 有形固定資産 ※１

  １ 建物 1,025,217 994,479 △30,738

  ２ 構築物 8,059 7,018 △1,041

  ３ 機械及び装置 26,134 21,112 △5,021

  ４ 工具器具及び備品 142,122 139,567 △2,555

  ５ 土地 1,987,814 1,987,814 ―

  ６ 建物仮勘定 ― 56,800 56,800

    有形固定資産合計 3,189,349 18.0 3,206,792 19.7 17,443

 (2) 無形固定資産

  １ 商標権 1,680 1,382 △298

  ２ 電話加入権 22,713 22,713 ―

  ３ その他 685 546 △138

    無形固定資産合計 25,079 0.1 24,642 0.1 △436
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前事業年度 

(平成19年12月31日)

当事業年度 

(平成20年12月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

 (3) 投資その他の資産

  １ 投資有価証券 2,725,160 1,497,881 △1,227,279

  ２ 出資金 27 27 ―

  ３ 従業員に対する 

    長期貸付金
40,909 37,356 △3,553

  ４ 破産債権、更生債権 

    その他これに準ずる 

    債権

36,834 22,170 △14,664

  ５ 長期前払費用 1,926 1,230 △696

  ６ 保証金・敷金 353,287 333,857 △19,430

  ７ 長期繰延税金資産 19,915 350,311 330,395

  ８ 賃貸不動産 ※１ 1,599,826 1,582,149 △17,677

  ９ その他 6,326 6,559 233

  10 貸倒引当金 △36,893 △22,170 14,722

    投資その他の資産合計 4,747,320 26.8 3,809,371 23.4 △937,948

    固定資産合計 7,961,749 44.9 7,040,806 43.2 △920,942

   資産合計 17,713,295 100.0 16,308,448 100.0 △1,404,846
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前事業年度 

(平成19年12月31日)

当事業年度 

(平成20年12月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(負債の部)

Ⅰ 流動負債

 １ 支払手形 239,803 189,217 △50,586

 ２ 買掛金 3,016,042 2,883,405 △132,637

 ３ 未払金 404,681 280,256 △124,425

 ４ 未払費用 469,114 371,331 △97,782

 ５ 未払法人税等 122,651 34,111 △88,540

 ６ 未払事業所税 12,369 12,244 △124

 ７ 預り金 35,250 27,993 △7,257

 ８ 前受収益 9,230 9,439 209

 ９ 返品調整引当金 536,000 544,000 8,000

 10 その他 9,805 66,825 57,019

   流動負債合計 4,854,949 27.4 4,418,824 27.1 △436,125

Ⅱ 固定負債

 １ 退職給付引当金 569,081 546,725 △22,355

 ２ 役員退職慰労引当金 150,836 178,595 27,759

 ３ その他 71,499 71,499 ―

   固定負債合計 791,416 4.5 796,819 4.9 5,403

   負債合計 5,646,366 31.9 5,215,644 32.0 △430,722
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前事業年度 

(平成19年12月31日)

当事業年度 

(平成20年12月31日)
比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

構成比 

(％)
金額(千円)

(純資産の部)

Ⅰ 株主資本

 １ 資本金 4,049,077 22.9 4,049,077 24.8 ―

 ２ 資本剰余金

  (1) 資本準備金 3,732,777 3,732,777

    資本剰余金合計 3,732,777 21.1 3,732,777 22.9 ―

 ３ 利益剰余金

  (1) 利益準備金 430,172 430,172

  (2) その他利益剰余金

    別途積立金 2,763,600 2,763,600

    繰越利益剰余金 854,124 407,152

    利益剰余金合計 4,047,896 22.8 3,600,925 22.1 △446,971

 ４ 自己株式 △287,373 △1.6 △298,479 △1.8 △11,106

   株主資本合計 11,542,378 65.2 11,084,300 68.0 △458,077

Ⅱ 評価・換算差額等

   その他有価証券評価 

   差額金
524,550 2.9 8,503 0.0 △516,046

   評価・換算差額等合計 524,550 2.9 8,503 0.0 △516,046

   純資産合計 12,066,928 68.1 11,092,804 68.0 △974,124

   負債純資産合計 17,713,295 100.0 16,308,448 100.0 △1,404,846
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(2) 損益計算書

前事業年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日)

当事業年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅰ 売上高 20,038,877 100.0 18,820,736 100.0 △1,218,141

Ⅱ 売上原価 ※１

 １ 商品製品期首棚卸高 3,405,508 3,616,571

 ２ 当期商品仕入高 1,665,983 1,659,030

 ３ 当期製品仕入高 4,242,275 4,248,576

 ４ 当期製品製造原価 4,544,138 4,220,101

   合計 13,857,904 13,744,280

 ５ 他勘定振替高 ※２ 41,732 34,764

 ６ 商品製品期末棚卸高 3,616,571 10,199,600 50.9 3,867,384 9,842,131 52.3 △357,469

   売上総利益 9,839,276 49.1 8,978,605 47.7 △860,671

 ７ 返品調整引当金戻入額 590,000 536,000

 ８ 返品調整引当金繰入額 536,000 △54,000 △0.3 544,000 8,000 0.0 62,000

   差引売上総利益 9,893,276 49.4 8,970,605 47.7 △922,671

Ⅲ 販売費及び一般管理費

 １ 広告宣伝費 158,362 98,839

 ２ 荷造運費 508,445 511,263

 ３ 販売促進費 461,413 368,195

 ４ 役員報酬 171,084 171,495

 ５ 従業員給与 4,663,221 4,595,888

 ６ 賞与 273,122 221,313

 ７ 退職給付費用 213,165 214,182

 ８ 役員退職慰労引当金 

   繰入額
27,802 27,759

 ９ 貸倒引当金繰入額 ― 3,589

 ９ 法定福利費 529,472 526,690

 10 旅費・通信費 498,100 482,601

 11 賃借料 309,391 320,747

 12 減価償却費 55,086 61,488

 13 事業所税 12,369 12,244

 14 支払ロイヤリティー 513,666 371,069

 15 その他 848,197 9,242,899 46.2 807,122 8,794,489 46.8 △448,410

   営業利益 650,377 3.2 176,115 0.9 △474,261
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前事業年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日)

当事業年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

百分比 

(％)
金額(千円)

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 1,627 1,710

 ２ 受取配当金 35,739 36,185

 ３ 仕入割引 328 101

 ４ 賃貸料収入 100,657 94,633

 ５ 雑収入 27,243 165,596 0.8 30,838 163,469 0.9 △2,126

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 3,198 3,885

 ２ 支払手数料 9,461 9,256

 ３ 賃貸費用 35,607 32,563

 ４ 自己株式買付手数料 312 ―

 ５ 雑損失 4,898 53,479 0.2 1,233 46,938 0.2 △6,541

   経常利益 762,493 3.8 292,646 1.6 △469,846

Ⅵ 特別利益

 １ 投資有価証券売却益 ― 498

 ２ 投資有価証券償還益 1,992 ―

 ３ 貸倒引当金戻入額 1,700 ―

 ４ 前期損益修正益 ― 3,692 0.0 12,116 12,615 0.0 8,923

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※３ 1,840 8,457

 ２ 投資有価証券評価損 4,800 372,274

 ３ 倉庫改装費 6,320 12,961 0.0 ― 380,732 2.0 367,771

   税引前当期純利益または 

   税引前当期純損失(△)
753,224 3.8 △75,470 △0.4 △828,694

   法人税、住民税 

   及び事業税
283,000 148,082

   法人税等調整額 78,854 361,854 1.8 37,099 185,181 1.0 △176,672

   当期純利益または 

   当期純損失(△)
391,369 2.0 △260,652 △1.4 △652,021
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前事業年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日) 

 
  

 
  

(3) 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 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

平成18年12月31日残高(千円) 4,049,077 3,732,777 430,172 3,863,600 513,626 4,807,398

事業年度中の変動額(千円)

 剰余金の配当 △186,518 △186,518

 別途積立金の取崩 △1,100,000 1,100,000 ―

 当期純利益 391,369 391,369

 自己株式の取得

 自己株式の消却 △964,352 △964,352

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 ― ― ― △1,100,000 340,497 △759,502

平成19年12月31日残高(千円) 4,049,077 3,732,777 430,172 2,763,600 854,124 4,047,896

株主資本 評価・換算差額等

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

平成18年12月31日残高(千円) △1,242,782 11,346,471 897,688 12,244,159

事業年度中の変動額(千円)

 剰余金の配当 △186,518 △186,518

 別途積立金の取崩 ― ―

 当期純利益 391,369 391,369

 自己株式の取得 △8,943 △8,943 △8,943

 自己株式の消却 964,352 ― ―

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△373,137 △373,137

事業年度中の変動額合計 955,409 195,906 △373,137 △177,230

平成19年12月31日残高(千円) △287,373 11,542,378 524,550 12,066,928
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当事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12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 利益準備金
その他利益剰余金

利益剰余金合計
別途積立金 繰越利益剰余金

平成19年12月31日残高(千円) 4,049,077 3,732,777 430,172 2,763,600 854,124 4,047,896

事業年度中の変動額(千円)

 剰余金の配当 △186,319 △186,319

 当期純損失 △260,652 △260,652

 自己株式の取得

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

事業年度中の変動額合計 ― ― ― ― △446,971 △446,971

平成20年12月31日残高(千円) 4,049,077 3,732,777 430,172 2,763,600 407,152 3,600,925

株主資本 評価・換算差額等

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

平成19年12月31日残高(千円) △287,373 11,542,378 524,550 12,066,928

事業年度中の変動額(千円)

 剰余金の配当 △186,319 △186,319

 当期純損失 △260,652 △260,652

 自己株式の取得 △11,106 △11,106 △11,106

 株主資本以外の項目の 
 事業年度中の変動額(純額)

△516,046 △516,046

事業年度中の変動額合計 △11,106 △458,077 △516,046 △974,124

平成20年12月31日残高(千円) △298,479 11,084,300 8,503 11,092,804
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(4) キャッシュ・フロー計算書

前事業年度 

(自 平成19年１月１日 

 至 平成19年12月31日)

当事業年度 

(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日)

比較増減

区分
注記 

番号
金額(千円) 金額(千円) 金額(千円)

Ⅰ 営業活動によるキャッシュ・フロー

 １ 税引前当期純利益または税引前当期 

   純損失(△)
753,224 △75,470 △828,694

 ２ 減価償却費 73,401 78,379 4,977

 ３ 固定資産除却損 1,840 8,457 6,617

 ４ 投資有価証券評価損 4,800 372,274 367,473

 ５ 投資有価証券売却益 ― △498 △498

 ６ 前期損益修正益 ― △12,116 △12,116

 ７ 受取利息・配当金 △37,367 △37,896 △529

 ８ 支払利息 3,198 3,885 686

 ９ 返品調整引当金の増加額（△減少額） △54,000 8,000 62,000

 10 貸倒引当金の増加額（△減少額） △1,700 3,589 5,289

 11 退職給付引当金の減少額 △40,727 △22,355 18,371

 12 役員退職慰労引当金の増加額 27,802 27,759 △43

 13 売上債権の減少額（△増加額） △2,797 479,314 482,112

 14 破産更生債権の増加額 ― △9,685 △9,685

 15 棚卸資産の増加額 △175,601 △240,518 △64,917

 16 前払費用の減少額（△増加額） 12,439 △81,902 △94,342

 17 仕入債務の増加額（△減少額） 187,462 △183,224 △370,686

 18 未払金の増加額（△減少額） 22,791 △62,628 △85,419

 19 未払消費税等の増加額（△減少額） 51,155 △76,942 △128,098

 20 その他 △3,205 △74,348 △71,143

    小計 822,717 104,072 △718,644

 21 利息及び配当金の受取額 37,367 37,896 529

 22 利息の支払額 △3,198 △3,885 △686

 23 法人税等の支払額 △676,011 △210,926 465,085

   営業活動によるキャッシュ・フロー 180,873 △72,842 △253,716

Ⅱ 投資活動によるキャッシュ・フロー

 １ 投資有価証券取得による支出 △14,619 △63,763 △49,144

 ２ 投資有価証券売却による収入 ― 50,500 50,500

 ４ 固定資産の取得による支出 △29,494 △65,474 △35,980

 ５ 貸付による支出 △20,061 △27,338 △7,277

 ６ 貸付金の回収による収入 25,632 31,137 5,505

 ７ 保証金・敷金の減少額 771 19,430 18,659

 ８ 破産更生債権等の回収による収入 ― 6,036 6,036

 ９ その他の投資の減少額（△増加額） 11,751 △230 △11,981

   投資活動によるキャッシュ・フロー △26,020 △49,703 △23,683

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー

 １ 配当金の支払 △186,518 △187,134 △615

 ２ 自己株式の取得による支出 △8,943 △11,106 △2,162

   財務活動によるキャッシュ・フロー △195,462 △198,240 △2,778

Ⅳ 現金及び現金同等物の減少額 △40,608 △320,787 △280,178

Ⅴ 現金及び現金同等物の期首残高 1,082,648 1,042,039 △40,608

Ⅵ 現金及び現金同等物の期末残高 1,042,039 721,252 △320,787
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 重要な会計方針

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法

その他有価証券

 時価のあるもの

  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

   同左

   

  

 

２ 棚卸資産の評価基準及び

評価方法

商品及び原材料 

 先入先出法による原価法 

製品 

 総平均法による原価法 

仕掛品 

 ロット別の個別原価法 

なお、季越の製品及び商品の一部につ

いては、販売可能価額を基準として評

価減を実施しており、これによる金額

は売上原価に算入しております。

   同左

３ 固定資産の減価償却の方

法

(1) 有形固定資産 

 建物(附属設備を除く) 

 …定額法 

 建物以外…定率法 

  主な耐用年数 

   建物 22～44年 

(2) 無形固定資産…定額法 

(3) 賃貸不動産 

 建物(附属設備を除く) 

 …定額法 

 建物以外…定率法 

  主な耐用年数 

   建物 44年 

  

(会計方針の変更）  

 法人税法の改正に伴い、当事業年度

より、平成19年４月１日以後に取得し

た有形固定資産及び賃貸不動産につい

て、改正後の法人税法に基づく減価償

却の方法に変更しております。これに

よる損益に与える影響は軽微でありま

す。

(1) 有形固定資産 

 建物(附属設備を除く) 

 …定額法 

 建物以外…定率法 

  主な耐用年数 

   建物 22～44年 

(2) 無形固定資産…定額法 

(3) 賃貸不動産 

 建物(附属設備を除く) 

 …定額法 

 建物以外…定率法 

  主な耐用年数 

   建物 44年 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

(追加情報) 

 法人税法の改正に伴い、当事業年度

より、平成19年３月31日以前に取得し

た有形固定資産及び賃貸不動産につい

ては、償却可能限度額まで償却が終了

した翌事業年度から５年間で均等償却

する方法によっております。当該変更

に伴う損益に与える影響は軽微であり

ます。 
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前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

４ 引当金の計上基準 貸倒引当金 

 債権の貸倒による損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率に

より、貸倒懸念債権等については個別

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。

   同左

返品調整引当金 

 将来予想される売上返品による損失

に備えるため、将来の返品発生見込額

に基づく損失相当額を計上しておりま

す。

   同左

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。数理計算上の差異について

は、各期の発生時における従業員の平

均残存勤務期間以内の一定の年数(10

年)による按分額をそれぞれ発生の翌

期より費用処理しております。 

 過去勤務債務については、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)の定額法による按分

額を費用処理しております。

   同左

役員退職慰労引当金 

 役員の将来の退職慰労金の支給に備

えるため内規に基づく当事業年度末現

在の要支給額を計上しております。

   同左

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

６ キャッシュ・フロー計算

書における資金の範囲

手許現金、要求払預金及び取得日から

３ヶ月以内に満期日の到来する流動性

の高い資金であります。

   同左

７ 消費税等の会計処理の方

法

消費税等の会計処理は、税抜き方式に

よっております。

   同左
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 注記事項

(貸借対照表関係)

前事業年度 
(平成19年12月31日)

当事業年度 
(平成20年12月31日)

※１ 固定資産の減価償却累計額 

    有形固定資産 2,090,653千円

    賃貸不動産 424,637千円

※１ 固定資産の減価償却累計額 

   有形固定資産 2,154,638千円

   賃貸不動産 396,979千円

(損益計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

※１ 売上原価に算入した当期中の製品・商品の評価減

の金額は 241,111千円であります。

※１ 売上原価に算入した当期中の製品・商品の評価減

の金額は 236,149千円であります。

※２ 他勘定振替高は見本品の製品受入高が 15,203千

円、販売費及び一般管理費への振替えが 56,935千

円あり、相殺表示しております。

※２ 他勘定振替高は見本品の製品受入高が 15,567千

円、販売費及び一般管理費への振替えが 50,331

千円あり、相殺表示しております。

※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 ※３ 固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。

 

建物 128千円

工具器具及び備品 264千円

機械及び装置 1,448千円

合計 1,840千円
 

建物 8,457千円
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（変動事由の概要） 

減少数の内訳は、次の通りであります。 

 自己株式の消却       2,221,432株 
  

   
（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取り    24,378株 

減少数の内訳は、次の通りであります。 

 自己株式の消却       2,221,432株 
  

 
  

 
  

(株主資本等変動計算書関係)

前事業年度(自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 21,521,432 ― 2,221,432 19,300,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 2,863,759 24,378 2,221,432 666,705

３ 配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成19年 3月29日 
定時株主総会

普通株式 93,288 5 平成18年12月31日 平成19年 3月30日

平成19年 8月17日 
取締役会

普通株式 93,230 5 平成19年 6月30日 平成19年 9月 3日

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成20年 3月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 93,166 5 平成19年12月31日 平成20年 3月28日
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（変動事由の概要） 

増加数の内訳は、次の通りであります。 

 単元未満株式の買取り    43,628株 
  

 
  

 
  

当事業年度(自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日）

１ 発行済株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 19,300,000 ― ― 19,300,000

２ 自己株式に関する事項

株式の種類 前事業年度末 増加 減少 当事業年度末

普通株式(株) 666,705 43,628 ― 710,333

３ 配当に関する事項

 (1) 配当金支払額

決議 株式の種類
配当金の総額
（千円）

１株当たり配当額
（円）

基準日 効力発生日

平成20年 3月27日 
定時株主総会

普通株式 93,166 5 平成19年12月31日 平成20年 3月28日

平成20年 8月 7日 
取締役会

普通株式 93,152 5 平成20年 6月30日 平成20年 9月 3日

 (2) 基準日が当事業年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌事業年度となるもの

決議 株式の種類 配当の原資
配当金の総額
（千円）

１株当たり
配当額(円)

基準日 効力発生日

平成21年 3月27日 
定時株主総会

普通株式 利益剰余金 92,948 5 平成20年12月31日 平成21年 3月30日
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(キャッシュ・フロー計算書関係)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金預金 1,042,039千円

現金及び現金同等物 1,042,039千円

現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記され

ている科目の金額との関係

現金預金 721,252千円

現金及び現金同等物 721,252千円

(リース取引関係)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31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

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

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

 

科目
取得価額 
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

機械 
及び装置

22,065 11,513 10,551

工具器具 
及び備品

220,746 82,697 138,048

ソフト 
ウェア

6,340 5,151 1,188

合計 249,153 99,363 149,789

  (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。

 

科目
取得価額
相当額 
(千円)

減価償却 
累計額 
相当額 
(千円)

期末残高
相当額 
(千円)

機械
及び装置

13,737 6,072 7,665

工具器具
及び備品

405,728 134,001 271,726

ソフト
ウェア

9,586 639 8,947

合計 429,052 140,712 288,339

  (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 未経過リース料期末残高相当額

１年内 52,343千円

１年超 97,446千円

合計 149,789千円

２ 未経過リース料期末残高相当額

１年内 86,460千円

１年超 201,878千円

合計 288,339千円

  (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。

  (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 80,124千円

減価償却費相当額 80,124千円

３ 支払リース料及び減価償却費相当額

支払リース料 130,040千円

減価償却費相当額 130,040千円

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

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。
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(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、投資有価証券について前期2,923千円、 

当期368,818千円の減損処理を行っております。 

  

  

 
  

  

 
(注) 表中の「取得原価」は減損処理後の帳簿価額であります。なお、投資有価証券について当期3,455千円の減損処

理を行っております。 

  

(有価証券関係)

有価証券

１ その他有価証券で時価のあるもの

区分 種類

前事業年度(平成19年12月31日) 当事業年度(平成20年12月31日)

取得原価

(千円)

貸借対照表
計上額 
(千円)

差額

(千円)

取得原価

(千円)

貸借対照表 
計上額 
(千円)

差額

(千円)

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えるも
の

株式 754,938 1,693,541 938,603 413,925 587,132 173,206

その他 12,420 18,834 6,414 ― ― ―

小計 767,358 1,712,375 945,017 413,925 587,132 173,206

貸借対照表計
上額が取得原
価を超えない
もの

株式 687,559 625,622 △61,937 723,512 565,991 △157,520

その他 ― ― ― 12,420 11,050 △1,370

小計 687,559 625,622 △61,937 735,932 577,041 △158,890

合計 1,454,917 2,337,997 883,080 1,149,857 1,164,174 14,316

２ 当事業年度中に売却したその他有価証券

種類

前事業年度
(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年12月31日)

当事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日)

売却額 
(千円)

売却益の合計
(千円)

売却損の合計
(千円)

売却額
(千円)

売却益の合計 
(千円)

売却損の合計
(千円)

株式 ― ― ― 50,500 498 ―

その他 ― ― ― ― ― ―

合計 ― ― ― 50,500 498 ―

３ 時価評価のされていない主な有価証券の内容及び貸借対照表計上額

種類

前事業年度
(平成19年12月31日)

当事業年度 
(平成20年12月31日)

貸借対照表計上額(千円) 貸借対照表計上額(千円)

 その他有価証券

  非上場株式 387,163 333,707
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当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

当社は、デリバティブ取引を全く利用しておりませんので、該当事項はありません。 

  

  

 
  

前事業年度（自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 
(注) １ 取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 取引条件および取引条件の決定方針等 

   経営全般のサポートおよびアドバイスでの当社への関与度合いに基づいて顧問報酬を決め、平成19年１月

１日から３月31日までは月額2,167千円、４月１日から12月31日までは月額2,050千円を支給しております。

  

当事業年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

役員及び個人主要株主等 

 
(注) １ 取引金額には、消費税等は含まれておりません。 

２ 取引条件および取引条件の決定方針等 

   経営全般のサポートおよびアドバイスでの当社への関与度合いに基づいて顧問報酬を定めております。 

  

(デリバティブ取引関係)

前事業年度(平成19年12月31日現在)

当事業年度(平成20年12月31日現在)

(持分法損益等)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

当社は、関連会社を有しておりませんので、該当事項は

ありません。

同左

(関連当事者との取引)

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金 
（千円）

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関係

役員の 
近親者

草野絹子 ― ― 当社顧問
(被所有)
直接6.93

― ―
顧問報酬の

支払
24,951 ― ―

属性 氏名 住所
資本金又
は出資金 
（千円）

事業の
内容又は
職業

議決権等
の所有 
(被所有)
割合(％)

関係内容
取引の内容

取引金額
（千円）

科目
期末残高
（千円）役員の

兼任等
事業上の
関係

役員の 
近親者

草野絹子 ― ― 当社顧問
(被所有)
直接6.93

― ―
顧問報酬の

支払
24,600 ― ―
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(税効果会計関係)

前事業年度 
(平成19年12月31日)

当事業年度 
(平成20年12月31日)

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(流動項目)

返品調整引当金 16,140千円

未払事業税 36,635千円

その他 9,787千円

繰延税金資産計 62,562千円

(固定項目)

退職給付引当金 231,047千円

役員退職慰労引当金 61,239千円

税務上の繰延資産償却超過 88,703千円

その他 26,903千円

長期繰延税金資産小計 407,893千円

評価性引当額 △29,446千円

長期繰延税金資産合計 378,446千円

その他有価証券評価差額金 △358,530千円

長期繰延税金負債計 △358,530千円

長期繰延税金資産純額 19,915千円

 

 

１ 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別

の内訳

(流動項目)

返品調整引当金 34,191千円

未払事業税 6,524千円

その他 7,069千円

繰延税金資産計 47,785千円

(固定項目)

退職給付引当金 221,970千円

役員退職慰労引当金 72,509千円

税務上の繰延資産償却超過 74,834千円

投資有価証券評価損 157,219千円

その他 14,850千円

長期繰延税金資産小計 541,383千円

評価性引当額 △185,260千円

長期繰延税金資産合計 356,123千円

その他有価証券評価差額金 △5,812千円

長期繰延税金負債計 △5,812千円

長期繰延税金資産純額 350,311千円

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因の項目別内訳

  

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 4.1％

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△1.0％

評価性引当額 3.9％

支払手数料 △0.9％

住民税均等割等 2.0％

その他 △0.7％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 48.0％
 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異原因の項目別内訳

  

法定実効税率 40.6％

(調整)

交際費等永久に損金に算入されない項目 △28.8％

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

9.6％

評価性引当額 △206.5％

住民税均等割等 △19.8％

損金算入事業税 △41.4％

その他 0.9％

税効果会計適用後の法人税等の負担率 △245.4％

㈱東京ソワール(8040)平成20年12月期決算短信(非連結)

－22－－26－



  

(退職給付関係)

前事業年度 
(平成19年12月31日)

当事業年度 
(平成20年12月31日)

１ 採用している退職給付制度の概要

 当社は、確定給付型の制度として規約型確定給付

企業年金制度および東京アパレル厚生年金基金に加

入しておりますが、当該厚生年金基金制度は退職給

付会計実務指針33項の例外処理を行う制度でありま

す。同基金の年金資産残高のうち当社の掛金拠出割

合に基づく期末の年金資産残高は4,944,988千円で

あります。

１ 採用している退職給付制度の概要

 当社は、確定給付型の制度として規約型確定給付

企業年金制度および複数事業主制度による総合設立

型の厚生年金基金に加入しております。

 

２ 退職給付債務及びその内訳

退職給付債務 △1,850,745千円

年金資産 1,211,797千円

  未積立退職給付債務 △638,948千円

未認識数理計算上の差異 222,531千円

未認識過去勤務債務 △152,665千円

退職給付引当金 △569,081千円
 

２ 退職給付債務及びその内訳

退職給付債務 △1,834,572千円

年金資産 1,014,246千円

  未積立退職給付債務 △820,326千円

未認識数理計算上の差異 407,182千円

未認識過去勤務債務 △133,582千円

退職給付引当金 △546,725千円

 

３ 退職給付費用の内訳

勤務費用 81,634千円

利息費用 42,694千円

期待運用収益 △30,108千円

数理計算上の差異の 
費用処理額

19,415千円

過去勤務債務の費用処理額 △19,083千円

  小計 94,553千円

厚生年金基金への掛金拠出額 218,412千円

  退職給付費用 312,965千円
 

３ 退職給付費用の内訳

勤務費用 86,821千円

利息費用 37,014千円

期待運用収益 △30,294千円

数理計算上の差異の
費用処理額

37,071千円

過去勤務債務の費用処理額 △19,083千円

  小計 111,529千円

厚生年金基金への掛金拠出額 205,726千円

  退職給付費用 317,255千円

 

４ 退職給付債務等の計算基礎

退職給付見込額期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.0％

期待運用収益率 2.5％

数理計算上の差異の処理年数
発生年度の翌年度
より10年の定額法

過去勤務債務の額の処理年数
発生年度より
10年の定額法

 

 

４ 退職給付債務等の計算基礎

退職給付見込額期間配分方法 期間定額基準

割引率 2.0％

期待運用収益率 2.5％

数理計算上の差異の処理年数
発生年度の翌年度
より10年の定額法

過去勤務債務の額の処理年数
発生年度より
10年の定額法

５ 複数事業主制度に係る企業年金制度

 複数事業主制度に係る企業年金制度として、東京

アパレル厚生年金基金に加入しておりますが、自社

の拠出に対応する年金資産が合理的に計算できない

ため、「退職給付に係る会計基準注解」注12に定め

る処理を行っております。

①制度全体の積立状況に関する事項(平成20年３月

31日現在)

年金資産の額 67,817,843千円

年金財政計算上の給付債務の額 76,851,100千円

差引額 △9,033,256千円

②制度全体に占める当社の掛金拠出割合(平成20年

３月31日現在)

6.8％
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前事業年度（自 平成19年１月１日 至 平成19年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

該当事項はありません。 

  

前事業年度 
(平成19年12月31日)

当事業年度 
(平成20年12月31日)

③補足説明 

 上記①の差引額の主な原因は、年金財政計算上の

過去勤務債務残高3,363,213千円、および繰越不足

金5,409,816千円であります。 

 本制度における過去勤務債務の償却方法は、

1.4％の定率法により償却をしております。

(追加情報) 

当事業年度より、「『退職給付に係る会計基準』の

一部改正(その他２)」(企業会計基準第14号 平成19

年５月15日)を適用しております。

(ストック・オプション等関係)
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(注) 算定上の基礎 

１ １株当たり純資産額 

 
  

２ １株当たり当期純利益 

 
  

  

 
  

  

(１株当たり情報)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

１株当たり純資産額 647円60銭 596円72銭

１株当たり当期純利益または当期純
損失(△)

20円99銭 △14円00銭

潜在株式調整後 

１株当たり当期純利益

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、潜在株式がない

ため、記載しておりません。

潜在株式調整後１株当たり当期純利

益金額については、１株当たり当期

純損失が計上されており、また潜在

株式がないため、記載しておりませ

ん。

項目
前事業年度

(平成19年12月31日)
当事業年度 

(平成20年12月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額
(千円)

12,066,928 11,092,804

純資産の部の合計額から控除する金
額(千円)

― ―

普通株式に係る純資産額(千円) 12,066,928 11,092,804

普通株式の発行済株式数(株) 19,300,000 19,300,000

普通株式の自己株式数(株) 666,705 710,333

１株当たり純資産額の算定に用いら
れた普通株式の数(株)

18,633,295 18,589,667

項目
前事業年度

(自 平成19年１月１日 
 至 平成19年12月31日)

当事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日)

当期純利益または当期純損失(△)
(千円)

391,369 △260,652

普通株主に帰属しない金額(千円) ― ―

普通株式に係る当期純利益または当
期純損失(△)(千円)

391,369 △260,652

普通株式の期中平均株式数(株) 18,645,578 18,621,722

(重要な後発事象)

前事業年度
(自 平成19年１月１日
至 平成19年12月31日)

当事業年度
(自 平成20年１月１日
至 平成20年12月31日)

該当事項はありません。  同左
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平成21年3月27日開催予定の当社第40回定時株主総会の承認、およびその後の取締役会の決議によ

り、下記のとおり役員の異動を予定しております。 

   

 ①新任取締役候補 

  取締役 百貨店本部関西支店長 

    島元 雄一（現 百貨店本部関西支店長） 

  取締役 チェーンストア本部副本部長兼企画部長 

    石渡 貴敏（現 チェーンストア本部副本部長兼企画部長） 

  取締役 管理本部副本部長兼情報システム部長 

    村越 眞二（現 管理本部副本部長兼情報システム部長） 

 ②退任予定取締役 

  篠島 宏寿（現 常務取締役） 

  盛口 誠司（現 取締役相談役） 

  

５ その他

(1) 役員の異動
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