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1.  21年3月期の連結業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％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 ％

21年3月期 15,360 △5.2 △480 ― △334 ― △1,779 ―
20年3月期 16,203 △0.6 276 △34.8 431 △31.3 △1,414 ―

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 ％ ％ ％

21年3月期 △50.47 ― △9.7 △1.4 △3.1
20年3月期 △40.26 ― △6.6 1.5 1.7

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  31百万円 20年3月期  △544百万円

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

21年3月期 22,726 16,728 73.6 472.56
20年3月期 26,219 20,035 76.4 570.23

（参考） 自己資本   21年3月期  16,728百万円 20年3月期  20,035百万円

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

21年3月期 72 516 △374 2,576
20年3月期 △39 310 △329 2,361

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
（連結）

純資産配当
率（連結）（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 ％ ％

20年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 283 ― 1.3
21年3月期 ― 4.00 ― 4.00 8.00 283 ― 1.5
22年3月期 

（予想）
― 4.00 ― 4.00 8.00 ―

3.  22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結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 
連結累計期間

7,790 △1.8 20 ― 100 40.5 80 ― 2.26

通期 15,760 2.6 180 ― 320 ― 280 ― 7.91
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 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（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） 

（注） 詳細は、16ページ「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」をご覧ください。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注） １株当たり当期純利益（連結）の算定の基礎となる株式数については、23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 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 36,300,000株 20年3月期 36,300,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  901,095株 20年3月期  1,163,983株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年3月期の個別業績（平成20年4月1日～平成21年3月31日） 

 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％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 ％

21年3月期 786 △8.5 △132 ― △39 ― △485 ―
20年3月期 859 △6.1 65 △24.7 156 △8.1 △424 ―

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
円 銭 円 銭

21年3月期 △13.72 ―
20年3月期 △12.00 ―

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 18,976 17,239 90.8 487.01
20年3月期 20,297 18,597 91.6 525.28

（参考） 自己資本 21年3月期  17,239百万円 20年3月期  18,597百万円

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
※ 業績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ます。実際の業績は、今後様々な要因によって予想数値と異
なる結果となる可能性があります。 
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１  経営成績 

（１）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

当連結会計年度におけるわが国経済は、米国のサブプライム・ローン問題に端を発する世界的な金

融危機が実体経済に深刻な影響を及ぼすことで、世界同時不況といわれる事態に至っている直撃を受

け、輸出産業を中心とした企業業績の低迷、株式・不動産市況の大幅な下落など、極めて厳しい状況

となりました。また、個人消費につきましても、雇用情勢の急速な悪化にともなう生活防衛意識の高

まりで慎重な消費行動が鮮明となり、当社グループの基幹事業である繊維業界におきましても、衣料

品消費支出の縮小傾向が顕著となりました。 

このような経営環境のなか、当社グループの当連結会計年度の売上高は、153 億 60 百万円（前連

結会計年度比 5.2％減）、営業損益は△４億 80 百万円（前連結会計年度２億 76 百万円）、経常損益は

△３億 34 百万円（前連結会計年度４億 31 百万円）の赤字となり、さらに投資有価証券評価損をはじ

めとする特別損失や、保守的計算による繰延税金資産の取り崩しにより、最終損益は△17 億 79 百万

円（前連結会計年度△14億 14 百万円）の大幅な赤字となりました。 

繊維事業 

テキスタイル事業では、団塊世代の定年退職の影響によるメンズ重衣料市場の縮小傾向が続くなか、

昨年秋からの景気後退により百貨店及び専門店向け高額商品を中心に受注が大きく減少いたしまし

た。アパレル事業では、百貨店オーダー取り扱い店舗の売場拡大による収益底上げはありましたもの

の、全般的には苦戦を強いられました。高級肌着事業では、夏物主力ブランドのアサメリー55周年キ

ャンペーンのほか、メンズの「アサメリー・フィール」、レディスの「アサメリー・キュート」など

「アサメリー」の新商品に加え、20代をターゲットにしたメンズ新ブランド「ポール＆ジョー」を展

開するなど、店頭活性化を推進いたしましたが、主力の百貨店店頭販売が苦戦いたしました。 

これらの結果、繊維事業全体の当連結会計年度の売上高は、108億７百万円となり、前連結会計年

度比5.3％の減収となりました。 

電子関連事業 

電子関連事業では、景気変動の影響を受けにくく受注が堅調に推移しておりました医療機器分野に

おきましては、人工透析装置がほぼ計画通りの販売台数を達成いたしましたものの、企業の設備投資

意欲が急落したことにより、電子通信、電子部品の２分野で大きく受注が落ち込みました。 

これらの結果、当連結会計年度の売上高は、39 億 61 百万円となり、前連結会計年度比 5.5％の減

収となりました。 

不動産事業 

不動産事業では、いわゆるリーマン・ショック以降、不動産市況が急激に悪化し、特に当社が不動

産を保有する名古屋地区におきましては、オフィスビルの供給が継続的に増加する一方で、需要が急

速に減退したため、住宅や商業店舗物件も含め非常に厳しい状況となっております。 

このような環境下、当社は、年内竣工予定の工場跡地再開発を計画通り推し進めるとともに、既設

不動産の施設整備を積極的に行うなど、各テナント様との一層の関係強化に努めた結果、当連結会計

年度の売上高は、５億 91 百万円となり、前連結会計年度比 0.3％の微減収にとどまりました。 
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②次期の見通し 

当社グループの平成 21 年３月期連結業績見通しにつきましては、国内経済の下降局面がさらに持

続するのか、あるいは底打ち状態が訪れるのか、楽観しがたい状況ではありますが、売上高 157 億

60 百万円（当連結会計年度比 2.6％増）、経常利益３億 20 百万円を予想いたしております。 

繊維事業 

テキスタイル事業では、メンズ重衣料の市場規模縮小がなお続くものと予想しておりますが、オー

ダー市場向けの商品企画におきまして、新ブランド展開・新素材開発により、収益向上を図ってまい

ります。アパレル及び高級肌着の両事業では、百貨店をはじめとする小売市況が引き続き低迷するも

のとみられ、採算性を重視した売場運営に注力するとともに受注・生産・物流の効率化に取り組み、

収益力の向上に努めてまいります。 

以上のような事業展開を積極的に推し進め、繊維事業全体の通期見通しといたしましては、売上高

を107億50百万円とし、当連結会計年度比0.5％の微減収を想定しております。 

電子関連事業 

本事業は、医療機器分野の診断システムや人工透析装置で、技術開発の加速による付加価値向上を

図るとともに、生産効率向上によるコスト削減を推進し、収益性を確保してまいります。また、メカ

トロニクス分野では中国での品質認証（ＣＣＣ認証）を取得したラベルプリンターをはじめ新製品の

投入により販売拡大を図ってまいります。通期の見通しといたしましては、売上高 43 億 50 百万円と

し当連結会計年度比 9.8％の増収を想定しております。 

不動産事業 

本事業は、新収益基盤である「ビジネスパーク」の建設工事を計画通り進めており、年内には２棟

のオフィスビルが竣工する予定であり、通期見通しといたしましては、売上高６億 60 百万円、当連

結会計年度比 11.5％の増収を想定しております。 

 

 

（２）財政状態に関する分析 

①資産、負債、純資産の状況 

当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末に比べ 34 億 93 百万円減少し、227 億 26 百万円

となりました。 

流動資産は、113 億 74 百万円となり、前連結会計年度末に比べ４億 71 百万円減少いたしました。

これは、現金及び預金が２億 14 百万円、たな卸資産が１億 69 百万円増加しましたが、受取手形及び

売掛金が６億 87 百万円、繰延税金資産が２億 55 百万円減少したことによるものです。 

固定資産は、113 億 51 百万円となり、前連結会計年度末に比べ 30 億 21 百万円減少いたしました。

これは、主として、株式市場の低迷による保有有価証券の時価下落で、投資有価証券が 25億 85 百万

円減少したことによるものです。 

当連結会計年度末の負債は、前連結会計年度末に比べ１億 85 百万円減少し、59 億 98 百万円とな

りました。主な減少要因は、支払手形及び買掛金が 82 百万円、未払金が 52 百万円、それぞれ減少し

たことによるものです。 

当連結会計年度末の純資産の合計は、前連結会計年度末に比べ 33 億７百万円減少し、167 億 28 百

万円となりました。これは、利益剰余金が、当期純損失の計上により 17 億 79 百万円、剰余金の配当

により２億83百万円、持分法の適用範囲の変動により２億53百万円、それぞれ減少したことに加え、

その他有価証券評価差額金が８億 75 百万円減少したことによるものです。 
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②キャッシュ・フローの状況 

当連結会計年度のキャッシュ・フローの状況並びに現金及び現金同等物の増減と残高は以下のと

おりとなりました。 

当連結会計年度末における現金及び現金同等物（以下「資金」という）の残高は 25 億 76 百万円

で、前連結会計年度末より２億 14 百万円増加いたしました。これは、前連結会計年度が 59 百万円の

減少であったのに比べ、２億 74 百万円の収支改善となっております。各キャッシュ・フローの状況

と内容は次のとおりであります。 

営業活動によるキャッシュ・フローは、特別損失を 13 億 53 百万円計上したことで、税金等調整

前当期純損失が 15 億 11 百万円となりましたものの、投資有価証券評価損をはじめとして、その大部

分が資金の流出をともなわない評価性の損失計上であり、資金の回収である売上債権の減少６億 87

百万円が運転資金の支出を上回り、72 百万円の資金増となりました。これにより、前連結会計年度

が 39 百万円の資金減であったのに比べ、１億 12 百万円の収支改善となりました。 

投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産ならびに無形固定資産の取得により１億 56

百万円の資金支出があった一方で、投資有価証券の売却による収入５億 61 百万円、定期預金の払戻

による収入２億円などにより、５億 16 百万円の資金増となりました。これは、前連結会計年度も３

億 10 百万円の資金増でありましたが、さらに２億６百万円の収支改善となりました。 

財務活動によるキャッシュ・フローは、主として配当金の支払額２億 83 百万円及び長期借入金の

返済による支出 85 百万円により、３億 74 百万円の資金減となりました。これは前連結会計年度が３

億 29 百万円の資金減であったのに比べ、資金流出が 45 百万円増加いたしました。 

（単位：百万円） 

  前連結会計年度 当連結会計年度 増減 

営業活動によるキャッシュ・フロー △39 72 112 

投資活動によるキャッシュ・フロー 310 516 206 

財務活動によるキャッシュ・フロー △329 △374 △45 

現金及び現金同等物の増減額 △59 214 274 

現金及び現金同等物の期首残高 2,421 2,361 △59 

現金及び現金同等物の期末残高 2,361 2,576 214 
 

なお、当グループのキャッシュ・フロー指標は次の通りであります。 

 平成 19 年 

３月期 

平成 20 年 

３月期 

平成 21 年 

３月期 

自己資本比率（％）  70.9  76.4  73.6 

時価ベースの自己資本比率（％）  47.4  37.4  32.1 

（注）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 

※各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

※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。 

※債務償還年数、インタレスト・カバレッジ・レシオは、有利子負債が存在しないため記載し

ておりません。 

 

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 
当社は、グループ各社の市場競争力及び企業体質の強化により、良好な財務体質を維持しつつ、株主の

皆様へ配当を継続して実施することを基本方針としております。このような方針のもとで当社は、グルー

プ各社を含めた業績や将来の資金需要等経営環境を総合的に勘案しながら、安定配当の継続を目指してお

ります。 

当期の配当金につきましては、前期と同額とし、第２四半期末および期末でそれぞれ１株当たり４円、

年間１株当たり８円といたします。また、次期の１株当たり配当につきましても基本方針に基づき当期と

同様の水準を予定しております。 
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２ 企業集団の状況 
 
 当企業集団は、連結財務諸表提出会社である当社を中心に、連結子会社７社と持分法適用の関連会社２

社で構成され、以下の事業で展開されております。 
 テキスタイル事業は、梳毛織物（主として高級紳士服地）を製造し、主にミユキ・ブランドの服地供給

を行なっております。 
 アパレル事業では、紳士服の製造及び販売を中核事業とし、特にメンズの高級オーダー・イージーオー

ダーを主力として全国の百貨店・専門店ルート及び催事ルートを中心に展開しております。 
 高級肌着事業は、高級肌着を全国の百貨店を中心にアングル・ミユキブランドで供給しております。 
 また、電子関連事業においては、通信機器・電子応用機器・医療機器の製造販売及び電子部品の販売並

びに各種制御ソフト開発等を展開しております。 
 不動産事業に関しましては、保有不動産の店舗・事務所・住宅などへの賃貸事業を行なっております。 
 事業区分毎の会社名は、次のとおりであり、事業の種類別セグメント情報における事業区分と同一であ

ります。 
 なお、従来、持分法適用関連会社であった鷹岡株式会社は、当社が所有する株式の一部を売却したため、

関連会社には該当しないことになりました。 

事 業 区 分 会 社 名 

製造・卸売 御幸毛織㈱、 
※ミノバリミテッド 

卸売 ※ドーメル S.A.S. テキスタイル事業（梳毛織物） 

物流等 中京産業㈱ 
製造・販売 ミユキ販売㈱ 

アパレル事業（紳士服） 
縫製加工 ㈱ラン・クロージング 

繊 

維 

事 

業 

高級肌着事業 製造・卸売 アングル・ミユキ㈱ 

電子関連事業 通信機器・医療機器・電子応用機器の製造・販売、電子部

品の販売、各種制御ソフト開発 ミユキエレックス㈱ 

不動産事業 店舗・事務所・住宅の賃貸 御幸ホールディングス㈱、

中京産業㈱ 
※印は、持分法適用関連会社 
 
 

事業の系統図は、次頁のとおりであります。 
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３ 経営方針 
 
（１）経営の基本方針 
当社は、平成15年４月１日付にて持株会社となりましたが、その目的は、テキスタイル事業、アパレル事

業、高級肌着事業、電子関連事業の各事業を会社単位で専業化することで、権限を委譲し経営課題に迅速に

対応することにあります。 

即ち、激変する経済環境のなかで、持てる技術・ブランドに磨きをかけ、「価値のあるものをお客様に提供」

し、お客様・株主様・社員の満足度を向上させることを当社グループの共通する基本理念としております。 

 
（２）目標とする経営指標 
 当社グループは、安定的かつ継続的に収益をあげることを経営の最重要課題と考え、そのための経営指標

として、単年度ベースの利益目標であるミッションのほか、損益分岐点比率、さらに経営の総合的指標であ

るＲＯＡ（使用総資産利益率）を視点として運営管理してまいります。 

 
（３）中長期的な経営戦略 

当社グループでは、各事業が専業化し自立することによって、単年度ベースの利益目標を含むミッション

を明確にし、グループ各社は、このミッションの達成を目指しております。 

この目標を継続的に実現できる指針として「５つの価値の向上」を掲げ、運営してまいります。 

 ①顧客価値の向上･･･お客様に常に価値ある商品・サービスを提供し、満足度を高めてまいります。 

 ②株主価値の向上･･･株主様に対し継続的な安定配当をすることにより、市場から高い評価を得、信頼され

ることを目指してまいります。 

 ③パートナー価値の向上･･･お取引先とのパートナーシップを深め、相乗効果で共に発展することを追求い

たします。 

 ④専門・技能価値の向上･･･グループ各社の専門分野における特色・強みを最大限に活かしてまいります。 

 ⑤職場価値の向上･･･社員にとって夢を語りあえる、意欲に満ちた魅力的な企業集団にいたします。 
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4.連結財務諸表
　(1)連結貸借対照表

(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

資産の部
　流動資産
　　現金及び預金 2,361,916 2,576,806
　　受取手形及び売掛金 4,494,386 3,807,009
　　たな卸資産 4,673,789 -
　　商品及び製品 - 2,435,189
　　仕掛品 - 1,054,350
　　原材料及び貯蔵品 - 1,354,246
　　繰延税金資産 255,902 -
　　その他 137,570 205,540
　　貸倒引当金 △77,826 △58,701
　　流動資産合計 11,845,738 11,374,443
　固定資産
　　有形固定資産
　　　建物及び構築物（純額） 5,739,503 5,389,669
　　　機械装置及び運搬具（純額） 95,418 109,398
　　　土地 1,763,531 1,737,567
　　　リース資産（純額） - 44,763
　　　その他（純額） 76,789 88,980
　　　有形固定資産合計 7,675,242 7,370,380
　　無形固定資産
　　　施設利用権等 153,082 158,052
　　投資その他の資産
　　　投資有価証券 5,138,969 2,553,669
　　　長期貸付金 2,382 1,134
　　　保険積立金 1,034,357 1,101,528
　　　繰延税金資産 3,364 -
　　　その他 578,803 384,412
　　　貸倒引当金 △212,632 △217,558
　　　投資その他の資産合計 6,545,245 3,823,186
　　固定資産合計 14,373,571 11,351,619
　資産合計 26,219,310 22,726,062

御幸ホールディングス（株）（3216） 
　　　　　平成21年３月期決算短信

9



(単位：千円)

前連結会計年度
(平成20年３月31日)

当連結会計年度
(平成21年３月31日)

負債の部
　流動負債
　　支払手形及び買掛金 1,773,727 1,691,229
　　1年内返済予定の長期借入金 46,786 40,370
　　未払金 221,606 168,724
　　未払法人税等 22,942 20,934
　　賞与引当金 215,451 191,916
　　返品調整引当金 46,496 131,062
　　リース債務 - 10,289
　　その他 396,269 359,192
　　流動負債合計 2,723,281 2,613,719
　固定負債
　　長期借入金 370,789 279,094
　　繰延税金負債 31,191 992
　　退職給付引当金 1,600,869 1,652,427
　　役員退職慰労引当金 140,701 106,822
　　修繕引当金 12,000 24,000
　　長期預り保証金 1,208,082 1,216,279
　　負ののれん 78,228 62,582
　　リース債務 - 36,712
　　その他 18,673 5,377
　　固定負債合計 3,460,536 3,384,289
　負債合計 6,183,817 5,998,008
純資産の部
　株主資本
　　資本金 1,815,000 1,815,000
　　資本剰余金 1,874,601 1,874,601
　　利益剰余金 16,199,326 13,869,085
　　自己株式 △442,879 △430,202
　　株主資本合計 19,446,049 17,128,485
　評価・換算差額等
　　その他有価証券評価差額金 512,970 △362,525
　　為替換算調整勘定 76,472 △37,905
　　評価・換算差額等合計 589,443 △400,431
　純資産合計 20,035,492 16,728,053
負債純資産合計 26,219,310 22,726,062
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　(2)連結損益計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
　至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

売上高 16,203,077 15,360,451
売上原価 11,449,393 11,143,790
売上総利益 4,753,684 4,216,660
販売費及び一般管理費 4,477,622 4,697,589
営業利益又は営業損失（△） 276,062 △480,928
営業外収益
　受取利息及び配当金 75,623 72,204
　持分法による投資利益 74,399 31,645
　その他 68,507 81,195
　営業外収益合計 218,530 185,045
営業外費用
　支払利息 7,718 7,426
　従業員預り金利息 359 352
　シンジケートローン手数料 18,000 17,999
　たな卸資産処分損 7,801 5,864
　その他 29,593 7,384
　営業外費用合計 63,472 39,028
経常利益又は経常損失（△） 431,120 △334,911
特別利益
　投資有価証券売却益 1,792 157,357
　貸倒引当金戻入額 44,708 16,894
　その他 272 2,602
　特別利益合計 46,773 176,855
特別損失
　たな卸資産評価損 562,871 130,580
　減損損失 93,516 139,291
　リース解約損 22,510 -
　固定資産除却損 2,258 21,927
　持分法による投資損失 618,768 -
　投資有価証券評価損 388 655,022
　投資有価証券売却損 - 288,132
　その他 - 118,530
　特別損失合計 1,300,314 1,353,484
税金等調整前当期純損失（△） △822,420 △1,511,540
法人税、住民税及び事業税 34,863 21,383
法人税等調整額 557,256 246,811
法人税等合計 592,120 268,194
当期純損失（△） △1,414,541 △1,779,735
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　(3)連結株主資本等変動計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日

　至 平成21年３月31日)
株主資本
　資本金
　　前期末残高 1,815,000 1,815,000
　　当期変動額
　　　当期変動額合計 - -
　　当期末残高 1,815,000 1,815,000
　資本剰余金
　　前期末残高 1,874,601 1,874,601
　　当期変動額
　　　当期変動額合計 - -
　　当期末残高 1,874,601 1,874,601
　利益剰余金
　　前期末残高 17,897,331 16,199,326
　　当期変動額
　　　剰余金の配当 △283,245 △283,224
　　　当期純損失（△） △1,414,541 △1,779,735
　　　自己株式の処分 △219 △573
　　　持分法の適用範囲の変動 - △266,706
　　　当期変動額合計 △1,698,005 △2,330,240
　　当期末残高 16,199,326 13,869,085
　自己株式
　　前期末残高 △442,567 △442,879
　　当期変動額
　　　自己株式の取得 △1,183 △1,953
　　　自己株式の処分 871 1,151

　　　持分法の適用範囲の変動 - 13,479

　　　当期変動額合計 △311 12,676
　　当期末残高 △442,879 △430,202
　株主資本合計
　　前期末残高 21,144,366 19,446,049
　　当期変動額
　　　剰余金の配当 △283,245 △283,224
　　　当期純損失（△） △1,414,541 △1,779,735
　　　自己株式の取得 △1,183 △1,953
　　　自己株式の処分 652 577
　　　持分法の適用範囲の変動 - △253,227
　　　当期変動額合計 △1,698,317 △2,317,563
　　当期末残高 19,446,049 17,128,485
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日

　至 平成21年３月31日)
評価・換算差額等
　その他有価証券評価差額金
　　前期末残高 1,547,874 512,970
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額
　　（純額）

△1,034,904 △875,496

　　　当期変動額合計 △1,034,904 △875,496
　　当期末残高 512,970 △362,525
　為替換算調整勘定
　　前期末残高 69,429 76,472
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額
　　（純額）

7,043 △114,378

　　　当期変動額合計 7,043 △114,378
　　当期末残高 76,472 △37,905
　評価・換算差額等合計
　　前期末残高 1,617,304 589,443
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額
　　（純額）

△1,027,861 △989,874

　　　当期変動額合計 △1,027,861 △989,874
　　当期末残高 589,443 △400,431
純資産合計
　前期末残高 22,761,670 20,035,492
　当期変動額
　　剰余金の配当 △283,245 △283,224
　　当期純損失（△） △1,414,541 △1,779,735
　　自己株式の取得 △1,183 △1,953
　　自己株式の処分 652 577
　　持分法の適用範囲の変動 - △253,227

　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,027,861 △989,874

　　当期変動額合計 △2,726,178 △3,307,438
　当期末残高 20,035,492 16,728,053
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　(4)連結キャッシュ・フロー計算書
(単位：千円)

前連結会計年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日

　至 平成21年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
　税金等調整前当期純損失（△） △822,420 △1,511,540
　減価償却費 381,439 393,848
　減損損失 93,516 139,291
　負ののれん償却額 △15,645 △15,645
　返品調整引当金の増減額（△は減少） 5,872 84,565
　貸倒引当金の増減額（△は減少） △62,956 △14,198
　賞与引当金の増減額（△は減少） △20,910 △23,534
　退職給付引当金の増減額（△は減少） △131,149 51,558
　役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 5,804 △33,878
　受取利息及び受取配当金 △75,623 △72,204
　持分法による投資損益（△は益） 544,368 △31,645
　投資有価証券売却益 △1,792 △157,357
　投資有価証券売却損 - 288,132
　投資有価証券評価損 388 655,022
　固定資産除却損 2,258 21,927
　売上債権の増減額（△は増加） 300,927 687,376
　たな卸資産の増減額（△は増加） △40,200 △169,998
　仕入債務の増減額（△は減少） △45,971 △82,498
　未払消費税等の増減額（△は減少） 20,598 △17,299
　その他 8,669 △125,703
　小計 147,173 66,217
　利息及び配当金の受取額 91,270 88,214
　利息の支払額 △8,077 △7,779
　事業構造改善費用 △243,415 -
　事業撤退損失 △35,869 -
　法人税等の支払額 △56,840 △102,186
　法人税等の還付額 66,112 28,422
　営業活動によるキャッシュ・フロー △39,647 72,888
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 △80,391 △102,376
　無形固定資産の取得による支出 △116,527 △53,874
　投資有価証券の取得による支出 △8,256 △5,968
　投資有価証券の売却による収入 449,161 561,911
　貸付けによる支出 - △10,000
　貸付金の回収による収入 1,766 11,247
　関係会社貸付けによる支出 - △1,000,000
　関係会社貸付けの回収による収入 - 1,000,000
　保険積立金の積立による支出 △54,137 △123,294
　保険積立金の解約による収入 55,639 55,450
　定期預金の払戻による収入 - 200,000
　その他 63,104 △16,119
　投資活動によるキャッシュ・フロー 310,357 516,974
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(単位：千円)
前連結会計年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当連結会計年度
(自 平成20年４月１日

　至 平成21年３月31日)
財務活動によるキャッシュ・フロー
　長期借入金の返済による支出 △46,786 △85,786
　配当金の支払額 △282,676 △283,578
　自己株式の取得による支出 △1,049 △1,953
　自己株式の処分による収入 652 577
　リース債務の返済による支出 - △4,232
　財務活動によるキャッシュ・フロー △329,860 △374,972
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △59,150 214,890
現金及び現金同等物の期首残高 2,421,066 2,361,916
現金及び現金同等物の期末残高 2,361,916 2,576,806
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（継続企業の前提に関する注記） 

該当事項はありません。 

 

（連結財務諸表作成の基本となる重要な事項） 
 
1. 連結の範囲に関する事項   

連結子会社は、御幸毛織(株)、ミユキ販売(株)ほか計７社が連結されており、MIYUKI PASTORAL 

CO.PTY.LIMITED ほか計２社は連結から除外しております。 
 
2.  持分法の適用に関する事項 

関連会社であるミノバリミテッド、ドーメル S.A.S. について持分法を適用しております。 
なお、連結決算日との間に生じた重要な取引については連結上必要な調整を行っております。 
また、第３四半期連結会計期間において、持分法適用関連会社であった鷹岡㈱は、当社が所有する株式

の一部を売却したことにより、関連会社ではなくなったため、持分法の適用範囲から除外しております。 
 
3.  連結子会社の事業年度等に関する事項 

連結子会社の事業年度の末日は、連結会計年度と一致しております。 
 
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 

①有価証券 

         その他有価証券 

時価のあるもの----------連結決算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 

②デリバティブ取引により生ずる債権及び債務 

  時価法 

③たな卸資産 

  主として総平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げの方法） 
 

(2)減価償却の方法 

①有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法 但し、親会社の一部資産及び連結子会社の一部については、定額法 

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。

また、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）についても定額法によってお

ります。 

また、平成 19 年３月 31 日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌

年から５年間で均等償却する方法によっております。 

②無形固定資産（リース資産を除く） 

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（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づいてお

ります。 

③リース資産 

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 

定額法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定しております。 

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年３月 31 日以

前の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。 
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(3)引当金の計上基準 

①貸倒引当金 

債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上しております。 

ａ一般債権----------------------------貸倒実績率法によっております。 

ｂ貸倒懸念債権及び破産更生債権等------財務内容評価法によっております。 

 

②賞与引当金 

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当連結会計年度に見合う分

を計上しております。 

 

③返品調整引当金 

一部の連結子会社は、返品に伴う損失に備えるため、過去の返品率等を勘案し、返品損失の見込額

を計上しております。 

 

④退職給付引当金 

従業員及び年金受給者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から年金

資産の公正な評価額を控除した額を計上しております。 

 

⑤役員退職引当金 

当社及び一部の連結子会社は、役員に対する退職慰労金の支払いに充てるため、役員退職慰労金内

規に基づく連結会計年度末要支給額を計上しております。 

 

⑥修繕引当金 

当社が保有する不動産に係る大規模修繕に備えるため、当該費用の見積額を基準に、修繕計画の策

定時より工事の完成時にわたり、均等額を計上しております。 
 

(4)消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 
 

(5)連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

 

5.  連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

連結子会社の資産及び負債の評価方法は、全面時価評価法によっております。 
 
6.  のれん及び負ののれんの償却に関する事項 

負ののれんの償却は、10年間で均等償却しております。 
 

7.  連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

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、且つ、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

ヶ月以内に満期又は償還期限の到来する短期投資であります。 
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(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) 

(1)棚卸資産の評価に関する会計基準の適用 

  棚卸資産については、従来、主として総平均法に基づく低価法によっておりましたが、当連結会計年

度より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成 18 年７月５日 企業会計基準

第９号）が適用されたことに伴い、主として総平均法に基づく原価法（収益性の低下による簿価切下げ

の方法）により算定しております。 

この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の売上総利益が 263,475 千円減少、営

業損失及び経常損失が 263,475 千円増加、税金等調整前当期純損失が 394,055 千円増加しております。 

なお、セグメント情報に与える影響は当該箇所に記載しております。 

 

(2)リース取引に関する会計基準の適用 

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、当連結会計年度より、「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、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引につい

ては、引き続き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。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度のリース資産が有形固定資産に 44,763

千円計上されておりますが、損益に与える影響はありません。 
 

(表示方法の変更) 

(1) 連結貸借対照表 

 財務諸表等規則等の一部を改正する内閣府令（平成 20 年８月７日内閣府令第 50 号）が適用となる

ことに伴い、前連結会計年度において、「たな卸資産」として掲記されたものは、当連結会計年度から

「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」に区分掲記しております。 

 なお、前連結会計年度の「たな卸資産」に含まれる「商品及び製品」「仕掛品」「原材料及び貯蔵品」

は、それぞれ 2,286,780 千円、1,054,841 千円、1,332,168 千円であります。 
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（連結貸借対照表に係る注記事項） 

1. 非連結子会社及び関連会社に対する主な資産及び負債は､次のとおりであります。 

  前連結会計年度 当連結会計年度 
投資有価証券（株式）  １，５６４，３７０千円 ３０５，２０９千円 

 

2. 有形固定資産の減価償却累計額 

  前連結会計年度 当連結会計年度 
  ６，４２３，３９８千円 ６，４７９，５５６千円 

 

3. 担保資産及び担保付債務 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

担保に供している資産   

建物及び構築物  ７１０，０２４千円 ６８１，３８１千円 

土 地  ５７２，７９２千円 ５７２，７９２千円 

計  １，２８２，８１６千円 １，２５４，１７３千円 
担保付債務   

長 期 借 入 金  ４１７，５７５千円 ３１９，４６５千円 

(１年以内返済予定金額を含む)           

長期預り保証金  ５３２，４１３千円 ５１１，１１６千円 

計  ９４９，９８８千円 ８３０，５８１千円 
 
4. 保証債務額 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

  ４７３，３６６千円 ３３０，０８０千円 

（うち外貨建） 

 

 2,114千英ポンド 

297 千ユーロ 

29 千ドル 

2,300千英ポンド 

68千ドル 

 

（連結損益計算書に係る注記事項） 

1. 販売費及び一般管理費のうち、主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

広告宣伝費 

給料手当賞与金 

賞与引当金繰入額 

退職給付費用 

役員退職引当金繰入額 

貸倒引当金繰入額 

 ２９９，３５８千円

２，００４，２６２千円

１０７，７０７千円

５３，９７１千円

１８，６１５千円

３，７０９千円

３２８，６７０千円 

２，１３９，７４２千円 

８５，５２６千円 

１５２，４６９千円 

２２，３９６千円 

６，０１９千円 
 

2. 当連結会計年度の研究開発費７９，２４４千円は、一般管理費に含まれております。 
 

3. 減損損失 
  当社グループは、以下の資産グループについて減損損失を計上しました。 

用途 種類 場所 

遊休資産 建物及び構築物、土地、その他 愛知県尾西市等 

当社グループは、事業用資産については管理会計上の区分で、遊休資産については個別物件単位でグルーピングして

おります。 
当連結会計年度において、事業の用に供していない遊休資産について、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減

少額を減損損失（139,291 千円）として特別損失に計上いたしました。 
減損損失の内訳は、建物及び構築物 65,925 千円、機械装置及び運搬具 7,489 千円、土地 25,963 千円、施設利用権等

1,241 千円、その他 38,671 千円であります。 

なお、当該資産グループの回収可能価額は、正味売却価額により測定しており、建物及び土地については、不動産鑑

定評価額により評価しております。 

御幸ホールディングス（株）（3216） 
　　　　　平成21年３月期決算短信

19



 
（連結株主資本等変動計算書に係る注記事項） 
当連結会計年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

1. 発行済株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 36,300,000 ― ― 36,300,000 

 

2. 自己株式に関する事項 

株式の種類 前連結会計年度末 増加 減少 当連結会計年度末 

普通株式（株） 1,163,983 8,083 270,971 901,095 

 （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取請求による増加                 8,083 株 
  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 
   単元未満株式の買増請求による減少                 2,406 株 
   持分法適用関連会社が所有する自己株式（当社株式）の当社帰属分  268,565 株 

   

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６月 24 日
定時株主総会 

普通 
株式 

141,618 ４ 平成 20 年３月 31 日 平成 20 年６月 25 日

平成 20 年 11 月５日
取締役会 

普通 
株式 

141,606 ４ 平成 20 年９月 30 日 平成 20年 12月 10日

 

 

(2) 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

決議 
株式の 
種類 

配当の 
原資 

配当金の 
総額（千円）

１株当たり
配当額（円）

基準日 効力発生日 

平成 21 年６月 23 日
定時株主総会 

普通 
株式 

利益 
剰余金 

141,595 ４ 平成 21 年３月 31 日 平成 21 年６月 24 日

 

（連結キャッシュ・フロー計算書に係る注記事項） 

  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 

  前連結会計年度 当連結会計年度 

現金及び預金勘定  ２，３６１，９１６千円 ２，５７６，８０６千円 

現金及び現金同等物  ２，３６１，９１６千円 ２，５７６，８０６千円 
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（セグメント情報） 
（１）事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度   （19．４．１ ～20．３．31）                                            （単位千円：未満切捨て） 

 繊維事業 
電子関連 

事業 
不動産事業 計 

消去又は 

全社 
連結 

 千円 千円 千円 千円 千円 千円

Ⅰ 売上高及び営業損益   

  売上高   

（１）外部顧客に対する売上高 11,416,212 4,193,133 593,731 16,203,077 ― 16,203,077

セグメント間の内部 （２）
売上高又は振替高 

42,317 ― 155,558 197,875 (197,875) ―

計 11,458,529 4,193,133 749,289 16,400,953 (197,875) 16,203,077

  営業費用 11,256,387 4,102,894 408,966 15,768,248 158,766 15,927,015

  営業利益 202,142 90,239 340,322 632,704 (356,642) 276,062

Ⅱ 資産、減価償却費   

  及び資本的支出   

   資産 10,056,490 2,777,985 6,608,025 19,442,501 6,776,808 26,219,310

   減価償却費 81,395 14,775 283,133 379,303 2,135 381,439

減損損失 ― 3,126 90,390 93,516 ― 93,516

   資本的支出 180,440 1,720 6,610 188,770 ― 188,770

 

 

 

当連結会計年度   （20．４．１ ～21．３．31）                                            （単位千円：未満切捨て） 

 繊維事業 
電子関連 

事業 
不動産事業 計 

消去又は 

全社 
連結 

 千円 千円 千円 千円 千円 千円

Ⅰ 売上高及び営業損益       

  売上高       

（１）外部顧客に対する売上高 10,807,021 3,961,691 591,738 15,360,451 ― 15,360,451

セグメント間の内部 （２）
売上高又は振替高 

39,821 510 154,446 194,777 (194,777) ―

計 10,846,842 3,962,201 746,184 15,555,229 (194,777) 15,360,451

  営業費用 11,248,813 3,899,452 412,229 15,560,495 280,884 15,841,379

  営業利益（△営業損失） △401,970 62,748 333,955 △5,266 (475,662) △480,928

Ⅱ 資産、減価償却費   

  及び資本的支出   

   資産 8,364,680 2,555,214 6,191,781 17,093,175 5,614,387 22,726,062

   減価償却費 108,030 10,763 272,919 391,712 2,135 393,848

減損損失 11,102 ― 128,189 139,291 ― 139,291

   資本的支出 173,281 4,972 26,994 205,247 ― 205,247
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（注）１. 事業区分は、内部管理上採用している区分によっております。 
 

２. 各事業の主な内容 
（１）繊維事業 -------------- テキスタイル事業 梳毛織物の製造・卸売 

アパレル事業   紳士服の製造・販売 
高級肌着事業   高級肌着の製造・卸売 

（２）電子関連事業 -------- 通信機器・電子応用機器・医療機器の製造・販売及び電子部品の販売並びに各種

制御ソフトの開発 
（３）不動産事業 ----------- 店舗、事務所、住宅の賃貸 

 
３. 営業費用のうち、親会社本社の管理部門費配賦不能費用として、消去又は全社の項目に含めております。 

前連結会計年度   356,642千円 

当連結会計年度   440,588千円 

 

 
４. 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は、親会社での長期投資資金（投資有価証券、保険積

立金）及び管理部門に係る資産等であります。 
前連結会計年度  6,466,205千円 

当連結会計年度  5,265,211千円 

 
５. 会計処理の方法の変更 

(棚卸資産の評価に関する会計基準の適用) 
「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」に記載のとおり、当連結会計年度から、「棚

卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準委員会 平成18年７月５日 企業会計基準第９号）を適用

しております。 
この結果、従来の方法によった場合に比べて、当連結会計年度の売上総利益は「繊維事業」が251,097

千円、「電子関連事業」が12,377千円それぞれ減少、営業損失は「繊維事業」が251,097千円、「電子関連

事業」が12,377千円それぞれ増加しております。 
 

（２）所在地別セグメント情報 

 

前連結会計年度（平成19年４月１日～平成20年３月31日）、当連結会計年度（平成20年４月１日～平成21年３月31

日） 

全セグメントの売上高の合計及び全セグメントの資産の金額の合計額に占める日本国内の割合が、90％を超えるた

め、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

 

（３）海外売上高 

 

前連結会計年度（平成19年４月１日～平成20年３月31日）、当連結会計年度（平成20年４月１日～平成21年３月31

日） 

海外売上高が、連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 
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（１株当たり情報） 

前連結会計年度 
（自 平成 19 年４月１日 

  至 平成 20 年３月 31 日） 

当連結会計年度 
（自 平成 20 年４月１日 

  至 平成 21 年３月 31 日） 

１株当たり純資産額   570 円 23 銭 

１株当たり当期純損失   40 円 26 銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益    － 

１株当たり純資産額   472 円 56 銭 

１株当たり当期純損失   50 円 47 銭 

潜在株式調整後 
１株当たり当期純利益    － 

（注）算定上の基礎 

１．１株当たり純資産 

項目 
前連結会計年度 

（平成 20 年３月 31 日） 
当連結会計年度 

（平成 21 年３月 31 日） 
純資産の部の合計額 （千円） 20,035,492 16,728,053 
純資産の部の合計額から控除する額 （千円） － － 
普通株式に係る期末の純資産額 （千円） 20,035,492 16,728,053 
１株当たり純資産額の算定に 
用いられた期末の普通株式の数 

（株） 35,136,017 35,398,905 

 

２．１株当たり当期純利益 

項目  
前連結会計年度 

（自 平成 19 年４月１日 
  至 平成20年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成 20 年４月１日
  至 平成21年３月31日）

当期純損失 （千円） △1,414,541 △1,779,735 

普通株主の帰属しない金額 （千円） － － 

（うち利益処分による役員賞与金）  － － 
普通株式に係る当期純損失 （千円） △1,414,541 △1,779,735 
普通株式の期中平均株式数 （株） 35,136,629 35,266,655 

 
 

（ストック・オプション等） 

 該当事項は、ありません。 

 
 
（企業結合等） 

 該当事項は、ありません。 

 
 
（重要な後発事象） 

 該当事項は、ありません。 

 
 
（開示の省略） 

 リース取引、関連当事者との取引、税効果会計、有価証券、デリバティブ取引、退職給付については、決

算短信における開示の必要性が大きくないと考えるため、開示を省略いたします。 
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5.個別財務諸表
　(1)貸借対照表

(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

資産の部
　流動資産
　　現金及び預金 2,046,470 2,280,583
　　関係会社短期貸付金 3,891,454 4,148,668
　　繰延税金資産 83,445 -
　　その他 199,657 165,810
　　貸倒引当金 - △215,164
　　流動資産合計 6,221,028 6,379,897
　固定資産
　　有形固定資産
　　　建物（純額） 5,313,360 5,002,160
　　　構築物（純額） 220,720 196,291
　　　車両運搬具（純額） 1,274 865
　　　工具、器具及び備品（純額） 10,198 8,397
　　　土地 1,182,185 1,156,221
　　　建設仮勘定 10,773 35,133
　　　有形固定資産合計 6,738,513 6,399,070
　　無形固定資産
　　　ソフトウエア 4,236 2,101
　　　施設利用権等 8,161 7,301
　　　無形固定資産合計 12,398 9,402
　　投資その他の資産
　　　投資有価証券 3,431,224 2,135,403
　　　関係会社株式 2,957,923 2,917,573
　　　保険積立金 1,015,947 1,085,117
　　　繰延税金資産 2,063 -
　　　その他 265,496 87,025
　　　貸倒引当金 △347,422 △37,290
　　　投資その他の資産合計 7,325,232 6,187,829
　　固定資産合計 14,076,144 12,596,302
　資産合計 20,297,173 18,976,200
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(単位：千円)

前事業年度
(平成20年３月31日)

当事業年度
(平成21年３月31日)

負債の部
　流動負債
　　未払金 87,802 65,938
　　未払費用 6,675 3,277
　　未払法人税等 2,487 4,715
　　未払消費税等 13,111 3,281
　　関係会社預り金 124,408 103,584
　　預り金 5,035 5,865
　　従業員預り金 18,637 19,393
　　賞与引当金 15,944 11,667
　　リース債務 - 6,549
　　その他 37,622 36,901
　　流動負債合計 311,724 261,175
　固定負債
　　退職給付引当金 160,722 224,081
　　役員退職慰労引当金 60,800 38,400
　　修繕引当金 12,000 24,000
　　長期預り保証金 1,154,702 1,166,558
　　リース債務 - 22,377
　　固定負債合計 1,388,224 1,475,417
　負債合計 1,699,948 1,736,592
純資産の部
　株主資本
　　資本金 1,815,000 1,815,000
　　資本剰余金
　　　資本準備金 1,874,601 1,874,601
　　　資本剰余金合計 1,874,601 1,874,601
　　利益剰余金
　　　利益準備金 453,750 453,750
　　　その他利益剰余金
　　　　繰越利益剰余金 14,694,391 13,924,796
　　　利益剰余金合計 15,148,141 14,378,546
　　自己株式 △429,400 △430,202
　　株主資本合計 18,408,342 17,637,946
　評価・換算差額等
　　その他有価証券評価差額金 188,881 △398,338
　　評価・換算差額等合計 188,881 △398,338
　純資産合計 18,597,224 17,239,607
負債純資産合計 20,297,173 18,976,200
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　(2)損益計算書
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日

　至 平成21年３月31日)
売上高 859,450 786,762
売上原価 437,383 446,604
売上総利益 422,067 340,157
販売費及び一般管理費 356,749 472,390
営業利益又は営業損失（△） 65,317 △132,232
営業外収益
　受取利息及び配当金 111,363 112,766
　その他 11,166 8,054
　営業外収益合計 122,529 120,820
営業外費用
　支払利息 3,799 3,631
　従業員預り金利息 110 96
　シンジケートローン手数料 18,000 17,999
　その他 8,970 6,172
　営業外費用合計 30,880 27,903
経常利益又は経常損失（△） 156,967 △39,312
特別利益
　投資有価証券売却益 1,792 157,343
　関係会社株式売却益 - 294,555
　貸倒引当金戻入額 4,431 -
　その他 272 1,089
　特別利益合計 6,496 452,987
特別損失
　減損損失 - 128,189
　投資有価証券評価損 221 641,371
　関係会社株式評価損 116,612 -
　貸倒引当金繰入額 180,652 39,043
　その他 1,109 8,405
　特別損失合計 298,596 817,010
税引前当期純損失（△） △135,133 △403,335
法人税、住民税及び事業税 △56,385 △3,048
法人税等調整額 346,093 85,509
法人税等合計 289,708 82,461
当期純損失（△） △424,841 △485,796
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　(3)株主資本等変動計算書
(単位：千円)

前事業年度
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日

　至 平成21年３月31日)
株主資本
　資本金
　　前期末残高 1,815,000 1,815,000
　　当期変動額
　　　当期変動額合計 - -
　　当期末残高 1,815,000 1,815,000
　資本剰余金
　　資本準備金
　　　前期末残高 1,874,601 1,874,601
　　　当期変動額
　　　　当期変動額合計 - -
　　　当期末残高 1,874,601 1,874,601
　　資本剰余金合計
　　　前期末残高 1,874,601 1,874,601
　　　当期変動額
　　　　当期変動額合計 - -
　　　当期末残高 1,874,601 1,874,601
　利益剰余金
　　利益準備金
　　　前期末残高 453,750 453,750
　　　当期変動額
　　　　当期変動額合計 - -
　　　当期末残高 453,750 453,750
　　その他利益剰余金
　　　繰越利益剰余金
　　　　前期末残高 15,402,697 14,694,391
　　　　当期変動額
　　　　　剰余金の配当 △283,245 △283,224
　　　　　当期純利益 △424,841 △485,796
　　　　　自己株式の処分 △219 △573
　　　　　当期変動額合計 △708,306 △769,594
　　　　当期末残高 14,694,391 13,924,796
　　利益剰余金合計
　　　前期末残高 15,856,447 15,148,141
　　　当期変動額
　　　　剰余金の配当 △283,245 △283,224
　　　　当期純利益 △424,841 △485,796
　　　　自己株式の処分 △219 △573
　　　　当期変動額合計 △708,306 △769,594
　　　当期末残高 15,148,141 14,378,546
　自己株式
　　前期末残高 △429,221 △429,400
　　当期変動額
　　　自己株式の取得 △1,049 △1,953
　　　自己株式の処分 871 1,151
　　　当期変動額合計 △178 △802
　　当期末残高 △429,400 △430,202
　株主資本合計
　　前期末残高 19,116,827 18,408,342
　　当期変動額
　　　剰余金の配当 △283,245 △283,224
　　　当期純利益 △424,841 △485,796
　　　自己株式の取得 △1,049 △1,953
　　　自己株式の処分 652 577
　　　当期変動額合計 △708,484 △770,396
　　当期末残高 18,408,342 17,637,946
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(単位：千円)
前事業年度

(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

当事業年度
(自 平成20年４月１日

　至 平成21年３月31日)
評価・換算差額等
　その他有価証券評価差額金
　　前期末残高 1,126,044 188,881
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額
　　　（純額）

△937,162 △587,220

　　　当期変動額合計 △937,162 △587,220
　　当期末残高 188,881 △398,338
　評価・換算差額等合計
　　前期末残高 1,126,044 188,881
　　当期変動額
　　　株主資本以外の項目の当期変動額
　　　（純額）

△937,162 △587,220

　　　当期変動額合計 △937,162 △587,220
　　当期末残高 188,881 △398,338
純資産合計
　前期末残高 20,242,872 18,597,224
　当期変動額
　　剰余金の配当 △283,245 △283,224
　　当期純利益 △424,841 △485,796
　　自己株式の取得 △1,049 △1,953
　　自己株式の処分 652 577
　　株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △937,162 △587,220
　　当期変動額合計 △1,645,647 △1,357,617
　当期末残高 18,597,224 17,239,607
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(4) 継続企業の前提に関する注記 

 該当事項はありません。 

 

(5) 重要な会計方針 

 

 貸借対照表及び損益計算書の作成に当たって採用いたしました重要な会計処理の原則及び手続きは、次の通り

であります。 

 

1. 有価証券の評価基準及び評価方法 

（１）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）その他有価証券 

ａ時価のあるもの-------------- 事業年度の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時価のないもの-------------- 移動平均法による原価法 

2.  減価償却の方法 

    （１）有形固定資産（リース資産を除く） 

定率法  但し、本社ビルの有形固定資産及び一部の賃貸固定資産は収益との対応を考慮し定額法に

よっております。 

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。 

また、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）についても定額法によってお

ります。 

また、平成19年３月31日以前に取得したものについては、償却可能限度額まで償却が終了した翌年

から５年間で均等償却する方法によっております。 

    （２）無形固定資産（リース資産を除く） 

  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（自社利用分）については、社内における利用可能期間（５年）に基づいてお

ります。 

(３) リース資産 
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 
定額法 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零として算定しております。 
なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が平成 20 年３月 31 日以

前の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。 

3.  引当金の計上基準 

 （１）貸 倒 引 当 金 ---- 債権の貸倒れによる損失に備えるため、回収不能見込額を計上して

おります。 

ａ一般債権 

貸倒実績率法によっております。 

ｂ貸倒懸念債権及び破産更生債権等 

財務内容評価法によっております。 

 （２）賞 与 引 当 金 ----  従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基

づき当期に見合う分を計上しております。 

 （３）退 職 給 付 引 当 金 ----  従業員及び年金受給者の退職給付に備えるため、当期末における

 退職給付債務から年金資産の公正な評価額を控除した額を計上し

 ております。 

 (４）役 員 退 職 引 当 金 ----  役員に対する退職慰労金の支払いに充てるため、役員退職慰労金

 内規に基づく期末要支給額を計上しております。 
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(５) 修 繕 引 当 金 ---- 当社が保有する不動産に係る大規模修繕に備えるため、当該費用の見

積額を基準に、修繕計画の策定時より工事の完成時にわたり、均等

額を計上しております。 
4.  消費税等の会計処理 

消費税及び地方消費税の会計処理は税抜方式によっております。 

5．連結納税制度の適用 

連結納税制度を適用しております。 

 

(重要な会計方針の変更) 

(1)リース取引に関する会計基準の適用 

  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、当事業年度より、「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、通常の売買取引に係る会計処理によっております。 

  なお、リース取引会計基準の改正適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引については、

引き続き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。 
これによる損益に与える影響はありません。 
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（貸借対照表に係る注記事項） 

 前事業年度  当事業年度 

 １．関係会社に対する短期金銭債権 ４，０４６，１４９千円  ４，３３３，２６３千円

   関係会社に対する短期金銭債務 １３６，３２０千円  １１６，４１３千円

  

 ２．有形固定資産の減価償却累計額 ３，９０３，４８４千円  ４，１７８，０３１千円

 ３．国庫補助金等により取得した固定資産については４０１，８５０千円圧縮記帳しております。 

 ４．担保資産及び担保債務  

担保に供している資産 前事業年度  当事業年度 

            建物 ５７７，９７６千円  ５５６，３５３千円

担保付債務  

            長期預り保証金 ５３２，４１３千円  ５１１，１１６千円

 ５．保証債務額 ４７３，３６６千円  ３３０，０８０千円

                            （うち外貨建） ２，１１４千英ポンド  ２，３００千英ポンド

 ２９７千ユーロ  ６８千ドル

 ２９千ドル  

 ６．会社が発行する株式  

        普通株式 １００，０００千株  １００，０００千株

 
 
（損益計算書に係る注記事項） 

１．関係会社との取引高 前事業年度  当事業年度 

営業収益 ２５３，０９７千円  １９８，５２４千円

営業費用 １２８，３８０千円  １２８，７１３千円

管理費分担金 １５２，８５０千円  １４５，０００千円

営業外収益 ４２，２１８千円  ４５，３４７千円

営業外費用 ９２２千円  １，１５４千円
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（株主資本等変動計算書に係る注記事項） 
当事業年度（自 平成 20 年４月１日 至 平成 21 年３月 31 日） 

 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 895,418 8,083 2,406 901,095 

 （変動事由の概要） 

  増加数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買取請求による増加  8,083 株 

  減少数の主な内訳は、次のとおりであります。 

   単元未満株式の買増請求による減少  2,406 株 

 
 

（有価証券） 

 当期、前期のいずれにおいても、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。 

 
 
（重要な後発事象） 
 該当事項は、ありません。 
 
 
（開示の省略） 

 リース取引、税効果会計、１株当たり情報については、決算短信における開示の必要性が大きくないと考える

ため、開示を省略いたします。 
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６ その他 
 

役員の異動 

(1) 代表者の異動 

該当事項はありません。 

 

(2) その他の役員の異動（平成 21 年６月 23 日付予定） 

  新任取締役候補 

足 立 定 義  （現 ミユキエレックス（株） 取締役社長） 

 

  新任監査役（常勤）候補 

平 松 幹 雄  （現 監査役室部長） 

 

  新任監査役（非常勤）候補 

能 勢 広 茂  （現 東洋紡績（株） グループ経営管理室長） 

（注）会社法第２条第 16 号に定める社外監査役であります。 

 

   退任予定取締役 

寺 前 健 一  （現 常務取締役） 

 

  退任予定監査役（非常勤） 

森 田 盛 人  

以上 
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