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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 19,656 △15.9 △202 ― △120 ― △318 ―
20年3月期 23,367 △10.0 △305 ― △297 ― 60 ―

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 △14.39 ― △10.2 △1.0 △1.0
20年3月期 2.75 ― 1.8 △2.1 △1.3

（参考） 持分法投資損益 21年3月期  ―百万円 20年3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

21年3月期 10,795 3,074 27.6 134.55
20年3月期 12,465 3,376 26.3 148.25

（参考） 自己資本   21年3月期  2,978百万円 20年3月期  3,282百万円

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 △214 198 △160 141
20年3月期 △2,192 2,710 △1,762 329

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 ― ― ― ― 0.00 ― ― ―
21年3月期 ― ― ― ― 0.00 ― ― ―
22年3月期 

（予想） ― ― ― ― 0.00 ―

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

8,900 △12.1 150 ― 140 ― 60 ― 2.71

通期 17,800 △9.4 300 ― 280 ― 130 ― 5.87
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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  

（注） 詳細は、8ページ「企業集団の状況」をご覧ください。 

(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、23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の変更」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、41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 22,700,000株 20年3月期 22,700,000株
② 期末自己株式数 21年3月期  561,766株 20年3月期  560,313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 13,435 △21.5 △71 ― 15 ― 82 ―
20年3月期 17,116 △14.4 △577 ― △412 ― △2,397 ―

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 3.75 ―
20年3月期 △108.31 ―

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 9,669 3,282 33.9 148.28
20年3月期 10,403 3,126 30.0 141.21

（参考） 自己資本 21年3月期  3,282百万円 20年3月期  3,126百万円

2.  22年3月期の個別業績予想（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2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※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及び将来の業績に影響を与える不確実な要因にかかる本資料発表日現在における仮定
を前提にしております。実際の業績は今後様々な要因によって大きく異なる結果となる可能性があります。業績予想に関する事項につきましては、3ページ
から7ページの「1.経営成績」を参照してください。 

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

5,500 △21.5 100 ― 90 ― 40 ― 1.81

通期 11,100 △17.4 190 ― 180 ― 80 △3.5 3.61
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 当期の日本経済はアメリカに端を発した金融恐慌の影響により大幅な景気後退となり、当社（提出

会社）をはじめグループ各社も厳しい環境下で推移いたしました。衣料品につきましては、消費者の購

買行動に大きな変化が起き、生活防衛型の消費性向は無論の事、必要な商品だけを出来るだけ安く購入

するといういわゆる賢い買い物の行動パターンがはっきりと定着してまいりました。 

 このような状況下で当社単体の 近の状況は次のとおりであります。 

 
当社は前期に引続き、ファッション性の高い、しかも品質の良い商品を確実に消費者にお届けすべ

く、企画、生産から物流、そして販売の各分野において効率的な運営に注力してまいりました。経営的

には、仕入のロスを排除するために慎重な仕入を行い、在庫削減に取組んでまいりました。販売面で

は、利益率を重視し、無駄な売上を避け確実な販売を優先してまいりました。一方、販管費につきまし

ては、経費構造の改革を進め、人件費、物流費の削減に力を入れてまいりました。 

経済環境の厳しい中、単体の当期売上高は134億35百万円となり、前期に比較して36億81百万円、

21.5％の減収となりました。しかしながら売上原価率は76.6％と前期に比較して3.5ポイント向上し、

仕入ロスの排除等慎重な仕入の効果が見えてまいりました。又、在庫は２億70百万円減少し、この事も

原価率向上に寄与したと考えております。販管費は32億18百万円となり、前期に比較して７億56百万円

の削減となりました。特に人件費、物流費等を中心に販管費削減は順調に推移いたしました。以上のよ

うに原価率の向上、経費の削減については比較的順調に推移いたしましたが、売上高の推移が予想を超

えて悪化したために売上総利益は31億47百万円にとどまり、販管費32億18百万円を吸収出来ず、営業損

失71百万円を計上いたしました。営業外収益は為替差益95百万円を含めて１億42百万円、営業外費用は

56百万円で経常利益は15百万円となり、わずかでありますが黒字化を果すことが出来ました。又、特別

利益は連結子会社のシロックス㈱が税法上の買換え資産の特例を受けるにあたり当社が埼玉県に保有す

る土地・建物の一部をシロックス㈱に売却したことに伴い固定資産売却益１億29百万円を計上いたしま

た。一方、当社は平成20年６月に開催された株主総会において役員退職慰労引当金制度を廃止いたしま

したが、平成20年３月31日現在で未払となっておりました役員退職慰労引当金について該当の取締役全

員がその権利を放棄する旨の申し出がありましたので役員退職慰労引当金の残高77百万円を特別利益に

計上いたしました。特別利益として上記以外に子会社損失引当金戻入益54百万円があり、特別利益は合

計で２億61百万円となりました。特別損失は投資有価証券評価損１億41百万円を含め１億88百万円を計

上し、税引前当期純利益は88百万円、当期純利益は82百万円となりました。当期における実績を踏ま

え、単体における業績の見通しは確実に鮮明になってきたと考えております。 

1. 経営成績

(1) 経営成績に関する分析

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 13,435 △ 71 15 82

20年3月期 17,116 △ 577 △ 412 △ 2,397

19年3月期 20,005 △ 2,941 △ 2,824 △ 1,570
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次に連結の業績でありますが、事業環境は単体と全く同じ環境下にあり、グループ会社も厳しい状況

下で推移しました。連結の 近の状況は以下のとおりであります。 

 
連結売上高は196億56百万円で前期に比較して37億10百万円、15.9％の減収であります。売上の減収

は単体売上の減収が大きく影響しておりますが、コンピュータソフト業も１億60百万円程度の減収とな

りました。売上原価率は77.9％と前期に比較して0.6ポイントの低下、販管費は45億38百万円で前期に

比較して10億61百万円の削減となりましたが、営業利益段階で２億２百万円の営業損失となりました。

これは単体の営業損失71百万円に加えて、従来比較的堅調に推移していた物流業の内、シロックス物流

㈱の大阪事業所移転に伴う一時的作業効率の低下、加えて当期の大幅な景気後退により主力得意先であ

る大手小売業からの受注量の減少等により売上原価率が悪化し、結果営業損失に陥ったことに起因して

おります。 

営業外収益は為替差益１億円を含めて１億73百万円、営業外費用は91百万円で経常損失は１億20百万

円となりました。特別利益は役員退職慰労引当金戻入益80百万円を含めて１億23百万円、特別損失は投

資有価証券評価損１億24百万円、商品廃棄損等41百万円を含めて２億４百万円で、税金等調整前当期純

損失は２億２百万円となりました。当社グループは連結納税制度を採用しておりませんので、純利益を

計上しているグループ会社の法人税等の引当もあり、当期純損失が３億18百万円となりました。シロッ

クス物流㈱の損失は一時的なものと考えており、単体決算の見通しも勘案し、新年度における連結決算

見通しは黒字化が確実なものになりつつあると考えております。 

  

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 19,656 △ 202 △ 120 △ 318

20年3月期 23,367 △ 305 △ 297 60

19年3月期 25,966 △ 2,652 △ 2,715 △ 1,104

－4－
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①財政状態 

当期末の連結総資産は107億95百万円で前期に比較して16億70百万円の減少であります。流動資産は

46億58百万円で前期に比較して17億13百万円減少いたしました。その主な減少の内訳は「現金及び預

金」が１億88百万円の減少、「受取手形及び売掛金」が６億89百万円の減少、「たな卸資産」が２億62

百万円の減少となっております。又、流動資産の「その他」が５億48百万円の減少となっております

が、これは平成20年３月末千葉県市川市の土地・建物の売却に伴う売却代金の一部が平成20年４月に回

収となったことによるものであります。固定資産は61億36百万円で前期に比較して42百万円増加いたし

ました。増加の主な内訳は当期よりリース会計の会計処理基準の変更に伴い有形固定資産で90百万円、

無形固定資産で24百万円それぞれ「リース資産」が増加いたしました。又、札幌営業所等の移転に伴い

投資その他の資産の内、「その他」の中に含まれる差入保証金が63百万円増加いたしました。 

 以上の結果、売上高に対する総資産回転率は1.7回、たな卸資産の回転日数は44日、売掛債権の回転

日数は53日となっております。 

 次に負債合計は77億20百万円で前期に比較して13億69百万円減少いたしました。流動負債は65億62百

万円で前期に比較して７億円減少いたしました。その主な内訳は、「支払手形及び買掛金」が６億８百

万円の減少、１年内返済予定の長期借入金を含めて「短期借入金」が１億29百万円減少、「未払金」が

１億39百万円減少、又、「未払法人税等」が５億41百万円減少いたしました。未払法人税等の減少は連

結子会社シロックス㈱が前期において売却した不動産の売却益に対する法人税等の確定申告に伴う納付

税額の減少であります。なお、社債については償還期限が平成22年３月末となっており、当期において

流動負債に計上し、固定負債の社債残高は零となりました。固定負債は11億57百万円で前期に比較して

６億69百万円減少いたしました。その主な内訳は「長期借入金」の増加が１億89百万円、「退職給付引

当金」の減少が56百万円、「役員退職慰労引当金」の減少が80百万円であります。役員退職慰労引当金

の減少は前記「経営成績に関する分析」のところで記載いたしましたとおり、該当役員の放棄の申し出

により減少したものであります。又、「社債」の７億円の減少についても前段で記載したとおりであり

ます。なお、「有利子負債」の合計は30億30百万円となり、前期に比較して１億39百万円減少いたしま

した。純資産合計は30億74百万円で、前期に比較して３億１百万円減少いたしました。これは当期にお

いて３億18百万円の純損失が発生したことにより「利益剰余金」のマイナスが増加したことによるもの

であります。この結果、純資産比率は28.5％、株主資本比率は27.8％となりました。 

(2) 財政状態に関する分析

－5－
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②キャッシュ・フローの状況 

近の連結キャッシュ・フローの状況は次のとおりであります。 

 
当社のキャッシュ・フロー上の方針は（1）営業キャッシュ・フローの黒字化、（2）有利子負債の削

減、以上２点が当面の推進すべき課題であります。当期のキャッシュ・フローは営業キャッシュ・フロ

ーにおいて２億14百万円の赤字となり黒字化を果すことは出来ませんでした。赤字となった大きな要因

は連結子会社シロックス㈱の不動産売却に伴う法人税等の支払が一時的に増加し、営業キャッシュ・フ

ローが赤字となりました。営業キャッシュ・フローの「小計」においては２億44百万円の黒字となって

おり、次期においては法人税等の支払は大幅に減少するため営業キャッシュ・フローの黒字化は確実に

達成出来る状況下にあると考えております。又投資活動のキャッシュ・フローは不動産売却代金が当期

にずれこんだものもあり１億98百万円の黒字、財務活動のキャッシュ・フローは社債の２億円の償還等

もあり１億60百万円の赤字、差引「現金及び現金同等物」は１億88百万円減少し、平成21年３月末の

「現金及び現金同等物」残高は１億41百万円となりました。一方推進してまいりました「有利子負債」

の削減は、順調に推移し、平成19年３月末49億59百万円、平成20年３月末31億69百万円、平成21年３月

末30億30百万円となりました。 

  

(参考) キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 
  

会社の利益配分に関する方針は、会社の業績の動向、経営環境、会社の財政状態を勘案して決定する

ことを基本方針としております。当期につきましては、経営成績の欄でご報告申し上げましたとおり、

連結決算で損失を計上しておりますので期末配当金につきましては無配とさせて頂きたいと存じます。

次期以降、全社を挙げて業績回復に注力し、復配を果たすべく邁進してまいります。 

  

営業活動による 投資活動による 財務活動による 現金及び現金同等物

キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー キャッシュ・フロー 期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年3月期 △ 214 198 △ 160 141

20年3月期 △ 2,192 2,710 △ 1,762 329

19年3月期 △ 848 2,879 △ 891 1,574

平成17年3月期 平成18年3月期 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 21.8 25.2 21.6 26.3 27.6

時価ベースの自己資本比率 30.9 35.0 20.8 18.6 8.4

キャッシュ・フロー対有利子
負債比率

─ 132.8 ─ ─ ─

インタレスト・カバレッジ・
レシオ

─ 0.4 ─ ─ ─

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況に関する事項のうち、投資者の判断に重要 

 な影響を及ぼす事項は、以下のとおりであります。なお、以下の事項は有価証券報告書提出日現 

 在において当社グループが判断したものであります。 

  

(1)流通市場の変化と消費者の嗜好の変化による売上高減少によるリスク 

   昨年９月のリーマン・ショック以降、未曾有の金融恐慌により大幅な景気後退となりまし 

  た。流通業界においても、売上低下の防御策として低価格化とPB化、更には店頭在庫の縮小が 

  一層加速されることとなりました。そのため、小売業における仕入抑制と現在庫の圧縮などに 

  よる売上減少は避けられないものと思われます。そのような中で、当社は市場の変化に対応す 

  べく早期の新規商品の提案を志向し、とりわけ特許素材の「裏綿フリース」、「ＳＥＫ」マー 

  クの表示を取得した消臭抗菌素材等他社と差別化した商品の企画提案に注力してまいりまし 

  た。一方、販売面では販売計画の実現性を高めるため「先行収支管理」の手法の定着とお得意 

  先への販促提案での個別対応を迅速に行えるような仕組みづくりにも取り掛かりました。 

(2)継続的な営業損失の発生又は営業キャッシュ・フローのマイナスによるリスク 

   市場の縮小、消費者マインドの変化により売上減少に歯止めが掛からない状態が続く可能性 

  は大きく営業利益面でのマイナス要因となります。営業利益とキャッシュ・フロー両面での対 

  応として、仕入額のコントロール強化、調達ルートの見直し、在庫回転の改善など仕入行動の 

  改革をします。また、経費につきましても引続き人件費、物流費を中心に手を打ってまいりま 

  す。 

(3)主要な仕入先からの与信又は取引継続の拒絶によるリスク 

   当社の商品調達に占める仕入先(商社)の比率は年々縮小し、代わって直貿比率が高まり 

  20％に迫る状況となっております。近時、単体での営業損失の状態が続く中で仕入先様の与信 

  も従前とは相違してまいりました。仕入先様の経営方針の変化もあり、当社での直接仕入を増 

  加することで独自に仕入の管理ができるような体制も整えてまいります。 

(4)事業活動に不可欠な重要な資産の毀損、喪失又は処分によるリスク 

   現在のところ、重要な資産の毀損、喪失などによる影響はありませんが、商品面で契約切れ 

  の提携ブランド商品の廃棄処分による損失が発生いたします。自社ブランドの育成をし、提携 

  ブランドからの移行を進める段階で、販売のタイミングを見ながら適正に処理していくように 

  管理してまいります。 

(5)ブランドイメージの著しい悪化によるリスク 

   本年度は、20数種のブランドに絞り込み、海外提携ブランドを大幅に縮小し、自社ブランド 

  の育成、強化を進めることにより、当社の経営理念にもあるとおり「ファッション性にすぐ 

  れ、品質が高い、生活を楽しく、心豊かにする生活衣料」を開発し、生活者の方に喜んでいた 

  だける商品をお届けする企業の存在感を形づくることにより、ブランドイメージの悪化を防ぐ 

  ような商品企画に取り組んでまいります。 

  

(4) 事業等のリスク
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 当社の企業集団は、当社を中核として連結子会社９社(国内７社、海外２社)により構成されておりま

す。事業の内容と当社及び連結子会社の当該事業における位置付けは以下の通りであります。 

 
  

  事業の系統図は次のとおりであります。 

 

(注) 

 １．㈱上野ウィングは、平成21年４月１日付にて㈱ニューウェイ(存続会社)と合併し、会社名が 

  ㈱ニューウェイとなりました。 

 ２．※印は当社が債務保証をしております。 

2. 企業集団の状況

（1）物流加工サービス ：シロックス物流㈱、㈱ニューウェイ※(注1)、 
㈱上野ウィング※(注1)

（2）コンピュータソフト業 ：㈱イン・アウト

（3）衣料品縫製業 ：秋田シルバーオックス㈱

（4）ユニフォーム販売業 ：㈱アルガ

（5）海外現地法人 ：喜楽客思紡織品(上海)有限公司、青島喜楽客思服装有限公司

（6）不動産賃貸業 ：シロックス㈱
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当社グループは、社会の価値観や経済的変化に常に着目し、生活者としての消費に対するニーズを確

実に捉え、小売業との接点に立ち社会に貢献する企業として成長することを基本方針としています。即

ち、「ファッション性にすぐれ、しかも品質が高く、生活を楽しく、心豊かにする生活衣料」を開発し

て、生活者の方々に喜んでいただけるアパレル企業として邁進してまいりたいと存じます。そのために

グループ内のコワークを推進し、商品企画の強化とコスト削減を持続的に展開し、「時代を超えた究極

の問屋型アパレルメーカー」として社会的存在価値を追求してまいります。 

会社が目標とする経営指標 ：売上高営業利益率３％の達成。 

 理由           ：当面の課題としてグループ全体に徹底する上で簡潔である。 

 具体的取組み       ：売上原価率の削減、販管費の削減、在庫の削減。 

①財政基盤の充実 

当社の将来における積極的な事業展開を図るために財政基盤の充実は不可欠であります。先ず短期的

には営業利益の黒字化を確実にし、同時に営業キャッシュ・フローを黒字化するために在庫の削減、売

掛債権の回収の短縮化等を推進してまいります。出来るだけ早い次期に純資産比率を40％台に押し上げ

るべく注力してまいります。 

②積極的な若手人材の登用 

人材の登用は企業の継続的な発展のために非常に重要なことであります。特に今日のように変化の激

しい時代においては、研究熱心で、行動力があり、そして失敗を恐れない若い人材を男女の区別なく果

敢に登用することにより、将来の当社の発展の道筋をつけたいと考えております。 

③商品企画の強化とブランド価値の向上 

変化の激しい時代に即応するために「独自性の高い素材」、「カラー、デザインの研究」、「流行の

変化」に常に着目し、消費者の欲しい商品が何なのかを追求してまいります。又、当社が開発したブラ

ンド価値を高めるために、ブランドの絞り込みを徹底してまいります。 

④アパレル特化型物流３ＰＬの推進 

衣料品の海外生産比率の増加により物流の重要性は益々大きくなっております。当社はシステムも含

めたアパレル特化型物流３ＰＬは新しいビジネスチャンスであると考え、又コスト削減のためにも不可

欠なものであると考えこれを推進してまいります。 

3. 経営方針

(1) 会社の経営の基本方針

(2) 目標とする経営指標

(3) 中長期的な会社の経営戦略

－9－

ｼﾙﾊﾞｰｵｯｸｽ株式会社　（8024）　平成21年3月期　決算短信



①売上の確実な達成 

今日のように景気が大幅に後退し、消費者の購買意欲が低下している状況下において、売上の内容が

問題であります。当社は、利益を重視し、無理な販売競争に走ることなく確実に回収出来る売上に注力

してまいります。又、売上が１ケ所に集中することを回避し、販売の裾野を拡大することが重要と考

え、新業態の小売業も視野にいれて、新規得意先及び新規販売先の開拓を強化する方針であります。 

②営業利益及び営業キャッシュ・フローの黒字化 

企業の安定した発展のためには、営業利益及び営業キャッシュ・フローの継続的な黒字化が不可欠で

あります。そのため当社は、売上原価率の削減を可能にするため仕入ロスの排除、在庫の削減、益率の

重視を徹底して推し進めております。又、販管費の削減のために、物流の効率化、人員管理の徹底を行

い、販管費の削減を図り、営業利益及び営業キャッシュ・フローの黒字化を実現する所存です。 

  

 該当事項はありません。 

(4) 会社の対処すべき課題

(5) その他、会社の経営上重要な事項
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4.【連結財務諸表】

(1)【連結貸借対照表】 

(単位：百万円) 

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 329 141 

受取手形及び売掛金 3,192 ※1 2,502 

たな卸資産 1,981 － 

商品 － 1,645 

製品 － 10 

仕掛品 － 11 

原材料 － 2 

貯蔵品 － 48 

前払費用 166 168 

繰延税金資産 97 69 

その他 626 68 

貸倒引当金 △22 △10 

流動資産合計 6,371 4,658 

固定資産 

有形固定資産 

建物及び構築物 ※1 6,040 ※1 5,948 

減価償却累計額 3,176 3,230 

建物及び構築物（純額） 2,863 2,718 

土地 ※1 2,162 ※1 2,162 

リース資産 － 104 

減価償却累計額 － 14 

リース資産（純額） － 90 

その他 526 661 

減価償却累計額 244 317 

その他（純額） 282 343 

有形固定資産合計 5,308 5,315 

無形固定資産 

リース資産 － 24 

その他 81 60 

無形固定資産合計 81 84 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※1 295 ※1 282 

繰延税金資産 20 8 

その他 462 535 

貸倒引当金 △74 △89 

投資その他の資産合計 703 736 

固定資産合計 6,094 6,136 

資産合計 12,465 10,795 

－11－

ｼﾙﾊﾞｰｵｯｸｽ株式会社　（8024）　平成21年3月期　決算短信



  

(単位：百万円) 

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 3,360 ※1 2,751 

短期借入金 ※1 1,935 ※1 1,741 

1年内返済予定の長期借入金 ※1 113 ※1 179 

1年内償還予定の社債 200 700 

未払金 629 490 

未払費用 122 126 

未払法人税等 649 107 

賞与引当金 98 7 

リース債務 － 19 

その他 242 439 

流動負債合計 7,352 6,562 

固定負債 

社債 700 － 

長期借入金 219 ※1 409 

退職給付引当金 448 392 

役員退職慰労引当金 80 － 

繰延税金負債 219 174 

リース債務 － 97 

その他 68 83 

固定負債合計 1,737 1,157 

負債合計 9,089 7,720 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,635 2,635 

資本剰余金 1,974 1,974 

利益剰余金 △1,136 △1,455 

自己株式 △148 △149 

株主資本合計 3,324 3,005 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △73 3 

為替換算調整勘定 31 △30 

評価・換算差額等合計 △41 △26 

少数株主持分 93 96 

純資産合計 3,376 3,074 

負債純資産合計 12,465 10,795 
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(2)【連結損益計算書】 

(単位：百万円) 

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 23,367 19,656 

売上原価 ※1 18,073 ※1 15,321 

売上総利益 5,294 4,335 

販売費及び一般管理費 

運賃及び荷造費 1,248 845 

販売促進費 51 58 

貸倒引当金繰入額 38 6 

役員報酬 136 93 

給料及び手当 1,956 1,540 

賞与引当金繰入額 79 5 

役員退職慰労引当金繰入額 0 － 

退職給付費用 112 101 

福利厚生費 272 252 

旅費及び交通費 168 139 

通信費 96 92 

地代家賃 462 565 

電算機費 156 102 

減価償却費 220 170 

その他 599 565 

販売費及び一般管理費合計 5,599 4,538 

営業損失（△） △305 △202 

営業外収益 

受取利息及び配当金 21 8 

受取手数料 24 26 

受取保険金及び配当金 7 － 

為替差益 63 100 

雑収入 20 37 

営業外収益合計 137 173 

営業外費用 

支払利息 109 71 

手形売却損 8 7 

貸倒引当金繰入額 － 7 

雑損失 11 3 

営業外費用合計 130 91 

経常損失（△） △297 △120 
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(単位：百万円) 

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) 

特別利益 

役員退職慰労引当金戻入額 － 80 

過年度損益修正益 － 41 

投資有価証券売却益 － 0 

有形固定資産売却益 ※2 1,622 ※2 0 

子会社清算益 42 － 

その他 18 0 

特別利益合計 1,683 123 

特別損失 

事業構造改善費用 ※6 70 ※6 － 

事務所移転費用 43 10 

減損損失 ※5 267 ※5 － 

固定資産除却損 ※3 15 ※3 19 

投資有価証券評価損 64 124 

投資有価証券売却損 92 3 

商品評価損 36 41 

リース解約損 － 2 

その他 ※4 44 ※4 2 

特別損失合計 633 204 

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

753 △202 

法人税、住民税及び事業税 653 85 

法人税等調整額 30 25 

法人税等合計 684 110 

少数株主利益 7 5 

当期純利益又は当期純損失（△） 60 △318 
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(3)【連結株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円) 

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 2,635 2,635 

当期末残高 2,635 2,635 

資本剰余金 

前期末残高 1,974 1,974 

当期末残高 1,974 1,974 

利益剰余金 

前期末残高 △1,124 △1,136 

当期変動額 

当期純利益 60 △318 

子会社の変動に伴う変動額 △34 － 

過年度利益剰余金修正額 △38 － 

当期変動額合計 △11 △318 

当期末残高 △1,136 △1,455 

自己株式 

前期末残高 △148 △148 

当期変動額 

自己株式の取得 △0 △0 

当期変動額合計 △0 △0 

当期末残高 △148 △149 

株主資本合計 

前期末残高 3,336 3,324 

当期変動額 

当期純利益 60 △318 

自己株式の取得 △0 △0 

連結範囲の変動 △34 － 

過年度利益剰余金修正額 △38 － 

当期変動額合計 △12 △318 

当期末残高 3,324 3,005 
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(単位：百万円) 

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 △27 △73 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△46 77 

当期変動額合計 △46 77 

当期末残高 △73 3 

為替換算調整勘定 

前期末残高 25 31 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

6 △62 

当期変動額合計 6 △62 

当期末残高 31 △30 

評価・換算差額等合計 

前期末残高 △1 △41 

当期変動額 

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

△40 15 

当期変動額合計 △40 15 

当期末残高 △41 △26 

少数株主持分 

前期末残高 38 93 

当期変動額 

剰余金の配当 △0 △2 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 55 5 

当期変動額合計 55 2 

当期末残高 93 96 

純資産合計 

前期末残高 3,373 3,376 

当期変動額 

剰余金の配当 △0 △2 

当期純利益 60 △318 

自己株式の取得 △0 △0 

連結範囲の変動 △34 － 

過年度利益剰余金修正額 △38 － 

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 15 20 

当期変動額合計 2 △301 

当期末残高 3,376 3,074 
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(4)【連結キャッシュ・フロー計算書】 

(単位：百万円) 

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利益又は税金等調整前当期
純損失（△） 

753 △202 

減価償却費 271 280 

減損損失 267 － 

投資有価証券評価損益（△は益） 64 124 

子会社清算損益（△は益） △42 － 

投資有価証券売却及び評価損益（△は益） 92 2 

固定資産売却損益（△は益） △1,622 △0 

有形固定資産除却損 15 19 

貸倒引当金の増減額（△は減少） 36 2 

賞与引当金の増減額（△は減少） △12 △90 

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △8 △80 

退職給付引当金の増減額（△は減少） △191 △56 

受取利息及び受取配当金 △21 △8 

支払利息 109 71 

売上債権の増減額（△は増加） 819 661 

たな卸資産の増減額（△は増加） △305 261 

仕入債務の増減額（△は減少） △1,691 △608 

その他の資産の増減額（△は増加） △636 31 

その他の負債の増減額（△は減少） 138 △164 

小計 △1,965 244 

利息及び配当金の受取額 21 8 

利息の支払額 △108 △71 

法人税等の支払額 △140 △395 

営業活動によるキャッシュ・フロー △2,192 △214 

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 △154 △57 

投資有価証券の売却による収入 340 26 

有形固定資産の取得による支出 △237 △187 

有形固定資産の売却による収入 2,756 467 

無形固定資産の取得による支出 △4 △19 

無形固定資産の売却による収入 － 35 

定期預金の払戻による収入 10 － 

その他の支出 － △65 

投資活動によるキャッシュ・フロー 2,710 198 
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(単位：百万円) 

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 

短期借入金の増減額（△は減少） △788 △194 

長期借入れによる収入 284 400 

長期借入金の返済による支出 △1,082 △141 

社債の償還による支出 △200 △200 

自己株式の増減額（△は増加） △0 △0 

少数株主からの払込みによる収入 50 － 

少数株主への配当金の支払額 △0 △2 

ファイナンス・リース債務の返済による支出 ※2 △24 ※2 △21 

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,762 △160 

現金及び現金同等物に係る換算差額 △0 △12 

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △1,244 △188 

現金及び現金同等物の期首残高 1,574 329 

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 329 ※1 141 
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   該当事項はありません。 

(5)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(6)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項】

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 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数は11社であり、非連結子会社はあり

ません。連結子会社名は、「１ 企業の概況 ４

関係会社の状況」に記載しているため省略しており

ます。なお、連結子会社であった㈱東京ウルト、㈱

マッキャージュ、㈱エクサ、㈱東京エクサ、㈱エコ

ーエクサ、㈱ピ－・エスエクサ、㈱北海道エクサ、

㈱エス・バイ・エスは平成19年６月15日に、Silox 

Korea Co,. Ltd.は平成20年１月10日に清算してお

ります。また、シロックス東京物流㈱(存続会社)と

シロックス大阪物流㈱は平成19年10月１日付にて合

併し、商号をシロックス物流㈱と変更いたしまし

た。

１ 連結の範囲に関する事項

連結子会社の数は９社であり、非連結子会社はあり

ません。連結子会社名は、「１ 企業の概況 ４

関係会社の状況」に記載しているため省略しており

ます。 

 連結子会社であった㈱シロックスクリエイトは平

成20年９月30日に、㈱アクティーエスは平成21年１

月31日に清算しており、連結の範囲から除外してお

ります。なお、清算結了までの損益計算書を取り込

んでおりますが、貸借対照表は取り込んでおりませ

ん。

２ 持分法の適用に関する事項

  非連結子会社及び関連会社がないため、該当事項は

ありません。

２ 持分法の適用に関する事項

同左

３ 連結子会社の事業年度に関する事項

  連結子会社のうち、喜楽客思紡織品(上海)有限公司

及び青島喜楽客思服装有限公司の決算期は12月31日

であります。なお、連結財務諸表の作成にあたって

は、同日現在の財務諸表を使用し、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。

３ 連結子会社の事業年度に関する事項

連結子会社の決算日は、連結決算日と一致しておりま

す。 

 なお、連結子会社のうち、喜楽客思紡織品(上海)有限

公司及び青島喜楽客思服装有限公司の決算期を当連結会

計年度より12月31日から3月31日に変更しております。  

 そのため、両社は、この決算期の変更により当連結会

計年度は、平成20年１月１日から平成21年３月31日まで

の15ヶ月決算となっております。 

 この決算期変更による当連結損益計算書への影響額

は、売上高、営業利益、経常利益、税金等調整前当期純

利益及び当期純利益が、それぞれ134百万円、27百万

円、7百万円、7百万円及び7百万円の増加となっており

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…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してお

ります。)

    時価のないもの…移動平均法による原価法

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…同左 

  

  

 

    時価のないもの…同左

  ② たな卸資産

   商品…………………………総平均法による低価

法

   製品・仕掛品・原材料……先入先出法による原

価法

   貯蔵品……………………… 終仕入原価法によ

る原価法

  ② たな卸資産

同左

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  ① 有形固定資産の減価償却の方法

    建物及び構築物…定額法

    その他……………定率法

    なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

    建物及び構築物……３～47年 

    その他………………３～15年

 (2) 重要な減価償却資産の減価償却の方法

  ① 有形固定資産の減価償却の方法(リース資産を 

    除く)

同左
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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)

(会計方針の変更) 

 法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律

平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法施行令の

一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号))

に伴い、当連結会計年度から、平成19年４月１日以降に

取得したものについては、改正後の法人税法に基づく方

法に変更しております。これに伴う影響は軽微でありま

す。

(追加情報) 

 当連結会計年度から、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。 

 当該変更に伴う損益に与える影響は、営業損失及び経

常損失が13百万円それぞれ増加し、税金等調整前当期純

利益が同額減少しております。

  ② 無形固定資産の減価償却の方法 

定額法 

 なお、自社利用のソフトウェアについては、

社内における利用可能期間(５年)に基づいてお

ります。

  ② 無形固定資産の減価償却の方法(リース資産を 

    除く)

同左

  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 

    リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ 

   として算定する方法によっております。 

    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、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) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金…債権の貸倒れによる損失に備える

ため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定の債権については個別の回

収不能見込額を計上しております。

 (3) 重要な引当金の計上基準

  ① 貸倒引当金…同左

  ② 賞与引当金…従業員の賞与の支払いにあてるた

め、当期に負担すべき翌期の支給見込額を計上

しております。

  ② 賞与引当金…同左

  ③ 退職給付引当金…従業員の退職給付に備えるた

め、当連結会計年度末における退職給付債務及

び年金資産の見込額に基づき計上しておりま

す。また、親会社は総合設立型厚生年金基金制

度を有しておりますが、自社の拠出に対応する

年金資産の額を合理的に計算することができな

いため、掛金拠出額(会社負担分)を費用処理し

ております。数理計算上の差異は、各連結会計

年度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(３年)による定額法により

それぞれ発生の翌連結会計年度から費用処理し

ております。

  ③ 退職給付引当金…同左

  ④ 役員退職慰労引当金…役員の退職により支給す

る退職慰労金にあてるため、内規に基づく期末

要支給額の100％相当額を計上しております。

  ④ 役員退職慰労引当金…  ────

 (4) 外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替相

場により円貨に換算し、換算差額は損益として処

理しております。なお、在外子会社の資産及び負

債並びに収益及び費用は、在外子会社の決算日の

直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純

資産の部における為替換算調整勘定に含めて計上

しております。

 (4)          同左

－21－

ｼﾙﾊﾞｰｵｯｸｽ株式会社　（8024）　平成21年3月期　決算短信



 
  

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)

 (5) 重要なリース取引の処理方法

   リース物件の所有権が借主に移転すると認められ

るもの以外のファイナンス・リース取引について

は、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処

理によっております。

 (5) 重要なリース取引の処理方法

────

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

  ① ヘッジ会計の方法

為替予約のうち、外貨建金銭債権債務に付して

いるものについて振当処理を適用しておりま

す。

 (6) 重要なヘッジ会計の方法

同左

  ② ヘッジ手段とヘッジ対象

主に為替変動の市場リスクを為替予約取引によ

り個別又は包括的にヘッジしております。

  ③ ヘッジ方針

事業活動によって生じる為替相場リスクは、社

内リスク管理方針に基づきリスクの特性に応じ

てデリバティブ取引を利用してヘッジしており

ます。

  ④ ヘッジ有効性評価の方法

振当処理によった為替予約については、有効性

評価を省略しております。

 (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

   消費税等の会計処理

   税抜方式によっております。

 (7) その他連結財務諸表作成のための重要な事項

   消費税等の会計処理

同左

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については、全面

時価評価法を採用しております。

５ 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項

同左

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

  該当事項はありません。

６ のれん及び負ののれんの償却に関する事項

同左

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、随時引出し可能な

預金及び容易に換金可能であり、かつ価値の変動に

ついて僅少なリスクしか負わない取得日から３ケ月

以内に償還期限の到来する短期投資からなります。

７ 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲

同左
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(7)【連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変更】

前連結会計年度
(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.重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

たな卸資産については、従来、主として総平均法によ

る原価法によっておりましたが、当連結会計期間より

「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第

９号)が適用されたことにより、主として総平均法によ

る原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基

づく簿価切下げの方法)により算定しております。これ

により、当連結会計期間の営業損失、経常損失及び税金

等調整前当期純損失がそれぞれ14百万円増加しておりま

す。なお、セグメント情報に与える影響は、当該個所に

記載しております。

２.「連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関

する当面の取扱い」の適用

「連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関す

る当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年５月

17日 実務対応報告第18号)を当連結会計期間から適用

しております。なお、これによる当連結会計期間の損益

に与える影響はありません。

３.リース取引に関する会計基準等
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。  
 これにより、営業損失は２百万円減少し、経常損失、
税金等調整前当期純損失は、それぞれ２百万円増加して
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。
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【表示方法の変更】

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)

―――――――――― (貸借対照表)

１．財務諸表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」「製品」

「仕掛品」「原材料」「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」「製品」「仕掛品」「原材料」「貯蔵品」は、

それぞれ1,903百万円、15百万円、13百万円、10百万

円、38百万円であります。

２．前連結会計年度において、「流動負債」の「その

他」及び「固定負債」の「その他」に含めておりました

「リース債務」（前連結会計年度 流動負債4百万円、固

定負債10百万円）は、連結財務諸表規則の改正に伴い、

当連結会計年度より「流動負債」の「リース債務」及び

「固定負債」の「リース債務」として表示しておりま

す。

【追加情報】

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．当社は平成20年６月27日開催の定時株主総会の終結

時をもって、連結子会社は平成20年３月期における定時

株主総会の終結時をもって、役員退職慰労引当金制度を

廃止することを決議したことに伴い、当連結会計期間に

おいて「役員退職慰労引当金」を全額取崩し、特別利益

に表示しております。

２．返品調整引当金  

 従来、商品の返品については返品を受けた期の売上高

より控除しておりましたが、今後金額的重要性が増すと

考えられるため、当連結会計期間より過去の返品実績率

に基づき返品による損失見込額を返品調整引当金として

計上することとし、流動負債の「その他」に含めて計上

しております。この結果、従来の方法によった場合と比

較して、当連結会計期間の売上総利益が13百万円減少

し、営業損失、経常損失及び税金等調整前当期純損失が

それぞれ同額増加しております。
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(8)【連結財務諸表に関する注記事項】

(連結貸借対照表関係)

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)

※１ 担保に供している資産

 投資有価証券245百万円、土地2,152百万円、建物

2,418百万円、構築物90百万円を短期借入金1,396百

万円、１年内返済予定長期借入金34百万円の担保に

供しております。

※１ 担保に供している資産

 売掛金1,009百万円、建物2,241百万円、構築物67

百万円、土地2,161百万円、投資有価証券251百万円

を支払手形及び買掛金1,722百万円、短期借入金

1,741百万円、１年内返済予定長期借入金179百万

円、長期借入金409百万円の担保に供しておりま

す。

 ２ 債務保証

 従業員の金融機関からの借入金15百万円について

債務保証を行っております。

 ２ 債務保証

 従業員の金融機関からの借入金16百万円について

債務保証を行っております。

 ３ 受取手形割引高           314百万円  ３ 受取手形割引高          225百万円

 ４ 当社グループ(当社及び連結子会社)は、運転資金

の効率的な調達を行うため取引銀行２行と当座貸越

契約を締結しております。

 当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借

入未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度 410百万円

借入実行残高 410百万円

差引額 ―百万円

 ４ 当社グループ(当社及び連結子会社)は、運転資金

の効率的な調達を行うため取引銀行３行と当座貸越

契約を締結しております。

 当連結会計年度末における当座貸越契約に係る借

入未実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度 490百万円

借入実行残高 490百万円

差引額 ―百万円
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(連結損益計算書関係)

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 低価法による評価減ならびに陳腐化等による評価

減91百万円が売上原価に含まれております。

※１ 低価法による評価減53百万円が売上原価に含まれ

ております。

※２ 固定資産売却益の内訳は、連結子会社シロックス

㈱の土地及び建物等売却1,622百万円でありま

す。

※２ 固定資産売却益の内訳は、車両売却0百万円であ

ります。

※３ 固定資産除却損の主な内訳は、建物７百万円、器

具及び備品４百万円であります。

※３ 固定資産除却損の主な内訳は、建物17百万円、構

築物0百万円、器具及び備品1百万円であります。

※４ 特別損失のその他は、契約期限切れに伴う附属品

の引取等44百万円であります。

※４ 特別損失のその他は、連結子会社㈱アクティーエ

スの清算に伴う費用等1百万円等であります。

 

 

※５ 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。

  ①減損の対象となった資産グループ

場所 用途 種類

大阪市中央区 
他２件

事務所 建物、構築物、リース資産等

群馬県吾妻郡 
他１件

福利厚生施設 建物及び土地

  ②減損損失の内訳

種類 減損損失(百万円)

建物 48

土地 2

その他有形固定資産 16

無形固定資産 10

長期前払費用 1

リース資産 187

合計 267

 当社グループは、キャッシュ・フローを生み出す 小

単位として当社については事業の種類を基本単位として

グルーピングを行い、連結子会社においては会社単位を

基準にグルーピングを行っております。 

 上記資産グループについて、営業から生ずる損益が継

続してマイナスであるため、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として特別損失に計上

しました。 

 なお、回収可能価額は正味売却価額により測定してお

り、土地、建物については、不動産鑑定評価に基づき算

定し、その他の資産については、正味売却価額を零とし

ております。

※５       ──── 

 

※６ 早期退職優遇制度の実施による特別退職金70百万

円であります。

※６       ────
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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） 

１ 発行済株式に関する事項 

 
  

２ 自己株式に関する事項 

   
（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りによる増加   2,049株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

  

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 

 
  
２ 自己株式に関する事項 

   
（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りによる増加     1,453 株 

  

３ 新株予約権等に関する事項 

該当事項はありません。 

  

４ 配当に関する事項 

(1) 配当金支払額 

該当事項はありません。 

該当事項はありません。 

(連結株主資本等変動計算書関係)

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(千株) 22,700 ― ― 22,700

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) 558,264 2,049 ― 560,313

(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

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(千株) 22,700 ─ ─ 22,700

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) 560,313 1,453 ─ 561,766

(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
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係)

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 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成20年３月31日現在)

現金及び預金勘定 329百万円

現金及び現金同等物 329百万円
 

※１ 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表

に掲記されている科目の金額との関係

(平成21年３月31日現在)

現金及び預金勘定 141百万円

現金及び現金同等物 141百万円

※２ 当連結会計期間に新たに計上したファイナンス・

リース取引に係る資産及び負債の額は、それぞれ44百万

円であります。

※２       ────
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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) 

  

 
(注) １ 事業区分は製品の種類、性質、販売方法の類似性に基づき分類しています。 

２ 事業の主要な製品 

   衣料品：インナーウェア(肌着、ランジェリー・ファンデーション、ホームウェア)、アウトウェア(シャ

ツ、ブラウス、セーター、ユニフォーム等) 

   物 流：衣料品、雑貨等の物流加工 

   不動産：不動産の賃貸 

   その他：コンピュータのハードウェア・ソフトウェア、その他関連サプライ等 

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97百万円であり、その主なものは

当社の本社管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は393百万円であり、その主なものは当社の現預金、投

資有価証券であります。 

５ 事業区分の変更 

 当社グループは、事業の種類別セグメントにおける事業区分を、従来、衣料品事業、不動産事業、その他

事業としておりましたが、当連結会計年度から、衣料品事業に含めておりました物流事業を区分し４区分に

変更いたしました。この変更は、当連結会計年度において、物流事業における当社グループ以外の取引先と

のより一層の事業の拡大が見込まれることから、従来衣料品事業に含めておりました物流事業を区分表示す

ることによって、当社グループの事業内容をより的確に開示するために行うものであります。  

  

(セグメント情報)

１ 事業の種類別セグメント情報

衣料品事業 
(百万円)

物流事業
(百万円)

不動産事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

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

16,694 5,845 ― 827 23,367 ― 23,367

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

44 2,007 697 84 2,833 (2,833) ―

計 16,738 7,852 697 911 26,200 (2,833) 23,367

   営業費用 17,872 7,693 255 840 26,662 (2,989) 23,672

    営業利益又は 
    営業損失(△)

△ 1,134 158 441 71 △ 462 156 △ 305

Ⅱ 資産、減価償却費及び資
本的支出

   資産 6,601 2,627 5,694 440 15,364 (2,898) 12,465

   減価償却費 29 67 172 1 271 ― 271

   減損損失 267 ― ― ― 267 ― 267

   資本的支出 40 189 9 2 241 ― 241
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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) 

  

 
(注) １ 事業区分は製品の種類、性質、販売方法の類似性に基づき分類しています。 

２ 事業の主要な製品 

   衣料品：インナーウェア(肌着、ランジェリー・ファンデーション、ホームウェア)、アウトウェア(シャ

ツ、ブラウス、セーター、ユニフォーム等) 

   物 流：衣料品、雑貨等の物流加工 

   不動産：不動産の賃貸 

   その他：コンピュータのハードウェア・ソフトウェア、その他関連サプライ等 

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80百万円であり、その主なものは

当社の本社管理部門に係る費用であります。 

４ 資産のうち、消去又は全社の項目に含めた全社資産は334百万円であり、その主なものは当社の現預金、投

資有価証券であります。 

５ 「棚卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号)を当連結会計期間から適用し、評価基準につい

ては、総平均法による低価法から総平均法による原価法(貸借対照表価額については収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法)に変更しております。この結果、従来の方法によった場合に比べて、衣料品事業におけ

る営業損失が14百万円増加しております。 

６ 「連結財務諸表における在外子会社の会計処理に関する当面の取扱い」(企業会計基準委員会 平成18年５

月17日 実務対応報告第18号)を当連結会計期間から適用しております。この結果、従来の方法によった場

合に比べて、物流事業における営業損失が27百万円減少しております。 

７ 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

用しております。 この結果、従来の方法によった場合に比べて、衣料品事業における営業損失が０百万円

減少し、物流事業における営業損失が２百万円減少しております。  

衣料品事業 
(百万円)

物流事業 
(百万円)

不動産事業
(百万円)

その他事業
(百万円)

計
(百万円)

消去 
又は全社 
(百万円)

連結
(百万円)

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

13,059 5,930 ─ 667 19,656 ─ 19,656

 (2) セグメント間の 
   内部売上高又は振替高

47 1,585 556 101 2,290 (2,290) ─

計 13,106 7,515 556 769 21,947 (2,290) 19,656

   営業費用 13,501 7,595 227 741 22,066 (2,207) 19,859

    営業利益又は 
    営業損失(△)

△394 △80 328 27 △118 (83) △202

Ⅱ 資産、減価償却費及び資
本的支出

   資産 6,633 2,777 5,368 371 15,150 (4,355) 10,795

   減価償却費 17 115 146 0 280 ─ 280

   資本的支出 28 185 0 ─ 215 ─ 215
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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)及び当連結会計年度(自 平成20年４

月１日 至 平成21年３月31日) 

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に占める「日本」の割合がいずれも90％

を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

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)及び当連結会計年度(自 平成20年４

月１日 至 平成21年３月31日) 

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。 

  

２ 所在地別セグメント情報

３ 海外売上高
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(リース取引関係)

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)

 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、減損損失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、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

減損損失 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

器具及び 
備品 
(その他)

661 273 174 212

機械及び 
装置 
(その他)

678 391 ― 287

その他 229 88 34 106

合計 1,569 753 209 606

(注) その他は主としてコンピュータのソフト開発費

用であります。

 

取得価額
相当額 
(百万円)

減価償却
累計額 
相当額 
(百万円)

減損損失 
累計額 
相当額 
(百万円)

期末残高
相当額 
(百万円)

器具及び
備品 
(その他)

685 341 155 187

機械及び
装置 
(その他)

516 268 ─ 248

その他 96 58 8 29

合計 1,298 668 164 465

(注) その他は主としてコンピュータのソフト開発費

用であります。

 

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産 

  減損勘定期末残高

  未経過リース料期末残高相当額

 １年以内 209百万円

 １年超 627百万円

 計 837百万円

リース資産減損勘定残高 198百万円

  (注)リース資産減損勘定残高は、連結貸借対照表の 

 流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」に 

 含まれております。

 

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産 

  減損勘定期末残高

  未経過リース料期末残高相当額

 １年以内 214百万円

 １年超 472百万円

 計 686百万円

リース資産減損勘定残高 140百万円

  (注)リース資産減損勘定残高は、連結貸借対照表の 

 流動負債の「その他」及び固定負債の「その他」に 

 含まれております。

 

 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 260百万円

リース資産減損勘定取崩額 4百万円

減価償却費相当額 238百万円

支払利息相当額 31百万円

減損損失 187百万円
 

 (3) 支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減

価償却費相当額、支払利息相当額及び減損損失

支払リース料 226百万円

リース資産減損勘定取崩額 58百万円

減価償却費相当額 215百万円

支払利息相当額 31百万円

減損損失 ─百万円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

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。

 (5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

 (5) 利息相当額の算定方法

リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

－32－

ｼﾙﾊﾞｰｵｯｸｽ株式会社　（8024）　平成21年3月期　決算短信



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) 

   役員及び個人主要株主等 

 
(注)1.上記の取引は当社の子会社であるシロックス物流㈱に対する取引でありますが、当社とシロ 

     ックス物流㈱との資金面での一体性を勘案して開示しております。 

  2.上記の資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

  

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) 

 関連当事者との取引 

連結財務諸表提出会社と関連当事者の取引 

  連結財務諸表提出会社の役員及び主要株主等 

  

 
(注)取引条件及び取引条件の決定方針等 

1.上記の資金の借入については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。 

 2.共同担保として金融機関の借入に対して行っております。 

(関連当事者情報)

属性 会社等の名称
事業の内容
又は職業

議決権の所有
(被所有)割合

取引の内容
取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)

役員及びその
近親者

西崎保孝 代表取締役
被所有

直接4.17％
資金の貸付 150 短期借入金 150

属性
会社等の名称 
又は氏名

事業の内容又は
職業

議決権の所有
(被所有)割

合)
取引の内容

取引金額 
(百万円)

科目
期末残高 
(百万円)

役員及びそ
の近親者

西崎保孝 代表取締役
被所有 

直接4.05％

資金の借入
270

(注1)
短期借入金 165

担保の提供
共同担保200

(注2)
─ ─

主要株主 三貴産業㈱ 不動産賃貸業
被所有 

直接12.53％
担保の提供

共同担保200
(注2) ─ ─
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(税効果会計関係)

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)

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

繰延税金資産

 退職給付引当金 182百万円

 貸倒引当金 19

 役員退職慰労引当金 33

 投資有価証券評価損 12

 賞与引当金 37

 未実現固定資産売却益 219

 繰越欠損金 1,818

 商品評価損 25

 会員権評価損 20

 その他有価証券評価差額金 29

 減損損失 112

 その他 68

 繰延税金資産小計 2,581

 評価性引当額 △2,256

 繰延税金資産合計 324

繰延税金負債

 固定資産圧縮積立金 △256

 土地評価差額 △165

 その他 △4

 繰延税金負債合計 △426

繰延税金負債の純額 △101

 

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

繰延税金資産

 退職給付引当金 159百万円

 貸倒引当金 77

 投資有価証券評価損 27

 未実現固定資産売却益 186

 繰越欠損金 2,065

 商品評価損 10

 その他有価証券評価差額金 29

 減損損失 89

 その他 15

 繰延税金資産小計 2,661

 評価性引当額 △2,394

 繰延税金資産合計 267

繰延税金負債

 固定資産圧縮積立金 251

 土地評価差額 104

 その他 9

 繰延税金負債合計 365

繰延税金負債の純額 △98

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

法定実効税率 40.64%

（調整）

交際費等永久に損金に 
算入されない項目

13.17%

受取配当金等永久に益金に
算入されない項目

△1.33%

評価性引当金 40.62%

住民税等均等割 1.26%

税務上の繰越欠損金の利用 △2.54%

未実現利益税効果未認識額 △3.15%

子会社法定実効税率差異 1.72%

その他 0.51%

税効果会計適用後の 
法人税等の負担率

90.90%

 

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率との差異の原因となった主要な項目別の内訳 

当期純損失を計上しているため、記載を省略してお
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、当連結会計年度において減損処理を行い、投

資有価証券評価損64百万円を計上しております。 

  

  

 
  

  

 
  

(有価証券関係)

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)

(1) その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額 
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

① 株式 62 71 9

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

  小計 62 71 9

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

① 株式 271 188 △ 82

② 債券 ― ― ―

③ その他 ― ― ―

  小計 271 188 △ 82

合計 334 260 △ 73

(2) 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(百万円) 売却益の合計(百万円) 売却損の合計(百万円)

340 28 120

(3) 時価評価されていない有価証券

その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 9
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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、当連結会計年度において減損処理を行い、投

資有価証券評価損124百万円を計上しております。 

  

  

 
  

  

 
  

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) その他有価証券で時価のあるもの

種類
取得原価
(百万円)

連結貸借対照表計上額 
(百万円)

差額
(百万円)

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの

① 株式 162 185 23

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

  小計 162 185 23

連結貸借対照表計上額が取得原価を超えないもの

① 株式 99 82 △17

② 債券 ─ ─ ─

③ その他 ─ ─ ─

  小計 99 82 △17

合計 261 268 6

(2) 当連結会計年度中に売却したその他有価証券

売却額(百万円) 売却益の合計(百万円) 売却損の合計(百万円)

17 0 2

(3) 時価評価されていない有価証券

その他有価証券

内容 連結貸借対照表計上額(百万円)

非上場株式 13
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(デリバティブ取引関係)

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 取引の内容及び利用目的  

 現在、外貨建金銭債権債務についてはヘッジを目的と

した為替予約を行っております。 

 (1)ヘッジ会計の方法 

   為替予約のうち、外貨建金銭債権債務につい 

  て付しているものについて振当処理を行ってお 

  ります。

 (2)ヘッジ手段とヘッジ対象  

  ヘッジ手段     為替予約 

  ヘッジ対象     外貨建金銭債権債務

 (3)ヘッジ方針 

   事業活動によって生じる為替相場リスクは、 

  社内リスク管理方針に基づきリスクの特性に応 

  じてデリバティブ取引を利用してヘッジしてお 

  ります。 

 (4)ヘッジ有効性評価の方法 

  振当処理を採用しているため、有効性評価は行 

  っておりません。

② 取引に対する取組方針 

 当社の利用するデリバティブ取引は、ヘッジ目的のみ

であり、投機目的による継続的なデリバティブ取引は行

わない方針であります。

③ 取引に係るリスクの内容 

 当社の利用しております為替予約取引の契約先は信用

度の高い国内金融機関であり、相手方の契約不履行によ

る信用リスクはほとんどないと認識しております。

④ 取引に係るリスク管理体制 

 当社のデリバティブ取引についての実行及び管理は経

理部が行っており、取締役会において報告及び取組み方

針が決定されております。

① 取引の内容及び利用目的  

      同左

 

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

② 取引に対する取組方針 

      同左 

  

 

③ 取引に係るリスクの内容 

      同左 

  

 

④ 取引に係るリスク管理体制 

      同左
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(退職給付関係)

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 採用している退職給付制度の概要

 当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度と

して、厚生年金基金制度(※)、適格退職年金制度及

び退職一時金制度を設けております。

 提出会社については、第30期より従来の退職金制

度に加えて適格退職年金制度を採用しておりました

が、昭和60年７月において退職金制度の見直しを行

い、適格退職年金部分を全体の退職金の約80％(従

来は60％)に変更しました。

 

  (※)当社は、総合設立型厚生年金基金である大阪ニ

ット厚生年金基金に加入しており、その要拠出額

を費用処理しております。大阪ニット厚生年金基

金に関する事項は次の通りであります。

１ 採用している退職給付制度の概要

 当社及び国内連結子会社は、確定給付型の制度と

して、厚生年金基金制度(※)、適格退職年金制度及

び退職一時金制度を設けております。

 提出会社については、第30期より従来の退職金制

度に加えて適格退職年金制度を採用しておりました

が、昭和60年７月において退職金制度の見直しを行

い、適格退職年金部分を全体の退職金の約80％(従

来は60％)に変更しました。

 

  (※)当社は、総合設立型厚生年金基金である大阪ニ

ット厚生年金基金に加入しており、その要拠出額

を費用処理しております。大阪ニット厚生年金基

金に関する事項は次の通りであります。

 

   (1)制度全体の積立状況に関する事項 

   （平成19年３月31日現在）

  年金資産の額 50,243百万円

  年金財政計算上の給付債務の額 50,793

  差引額 △ 550

   (2)制度全体に占める当社の掛金拠出割合 

   (自 平成18年4月1日 至 平成19年3月31日) 

    3.34%

   (3)補足説明 

     上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算 

    上の過去勤務債務残高5,583百万円と剰余金 

    5,033百万円との差額であります。 

    本制度における過去勤務債務の償却方法は期間 

    10年元利均等償却であり、当社は、当期の連結 

    財務諸表上、特別掛金40百万円を費用処理して 

    おります。 

     なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合 

    とは一致いたしません。

 

   (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 41,656百万円

  年金財政計算上の給付債務の額 52,262

  差引額 △10,606

   (2)制度全体に占める当社の掛金拠出割合 

   (自 平成19年4月1日 至 平成20年3月31日) 

    5.81%

   (3)補足説明 

     上記(1)の差引額の主な要因は、年金財政計算 

    上の過去勤務債務残高4,930百万円と剰余金 

    △5,676百万円との差額であります。 

    本制度における過去勤務債務の償却方法は期間 

    10年元利均等償却であり、当社は、当期の連結 

    財務諸表上、特別掛金40百万円を費用処理して 

    おります。 

     なお、上記(2)の割合は当社の実際の負担割合 

    とは一致いたしません。

２ 退職給付債務に関する事項

 ①退職給付債務 1,549百万円

  (内訳)

 ②未認識数理計算上の差異 160

 ③年金資産 940

 ④退職給付引当金 448

２ 退職給付債務に関する事項

 ①退職給付債務 1,243百万円

  (内訳)

 ②未認識数理計算上の差異 261

 ③年金資産 589

 ④退職給付引当金 391

 

３ 退職給付費用に関する事項

 ①勤務費用 83百万円

 ②利息費用 45

 ③期待運用収益 △35

 ④数理計算上の差異の費用処理額 △100

 ⑤厚生年金基金掛金拠出額 132

 ⑥退職給付費用 125
 

３ 退職給付費用に関する事項

 ①勤務費用 76百万円

 ②利息費用 38

 ③期待運用収益 △23

 ④数理計算上の差異の費用処理額 7

 ⑤厚生年金基金掛金拠出額 110

 ⑥退職給付費用 209
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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） 

  該当事項はありません。 

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）  

  該当事項はありません。 

  

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)

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 ①退職給付見込額期間配分方法   期間定額基準

 ②割引率 2.5％

 ③期待運用収益率 2.5％

 ④数理計算上の差異の処理年数 3年

(各連結会計年度の発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による按分額を費用処理する方

法。ただし、発生の翌連結会計年度

から費用処理しております。)

（追加情報） 

  当連結会計年度より、「『退職給付に係る会計基 

 準』の一部改正（その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。

 

４ 退職給付債務等の計算の基礎に関する事項

 ①退職給付見込額期間配分方法   期間定額基準

 ②割引率 2.5％

 ③期待運用収益率 2.5％

 ④数理計算上の差異の処理年数 3年

(各連結会計年度の発生時の従業員

の平均残存勤務期間以内の一定の年

数による按分額を費用処理する方

法。ただし、発生の翌連結会計年度

から費用処理しております。)

(ストック・オプション等関係)
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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） 

  (子会社の企業結合) 

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

    業の名称並びに取引の目的を含む取引の概要 

  (1) 結合当事企業又は対象となった事業の名称及びその事業内容 

    シロックス東京物流㈱及びシロックス大阪物流㈱  

  (2) 企業結合の法的形式 

    共通支配下の取引 

  (3) 結合後企業の名称 

    シロックス物流㈱  

  (4) 取引の目的を含む取引の概要 

   ① 合併の目的 

     当該２社は、当社の連結子会社であり物流加工サービスを主たる事業としており、合併に 

        より２社の業務をより効率的に運営していくため、東西統合による一層の企業体質の強化に 

        より事業の拡大をはかり、経営の効率化、収益力の向上を目指すものであります。 

   ② 合併の期日 

     平成19年10月１日 

   ③ 合併の形式  

     シロックス東京物流㈱を存続会社とする吸収合併方式で、シロックス大阪物流㈱は解散い 

    たしました。 

 ２ 実施した会計処理の概要 

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

   合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(企業会計基準適用指針第10号 終改 

   正平成18年12月22日)に基づき、共通支配下の取引として会計処理を行っております。 

  

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） 

  該当事項はありません。 

  

(企業結合等関係)
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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金額又は１株当たり当期純損失金額 

 
  

(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 148.25円 １株当たり純資産額 134.55円

１株当たり当期純利益 2.75円 １株当たり当期純損失 14.39円

 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

 なお、潜在株式調整後1株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため記載しておりませ

ん。

項目
前連結会計年度末
(平成20年３月31日)

当連結会計年度末
(平成21年３月31日)

連結貸借対照表の純資産の部の合計額
(百万円)

3,376 3,074

普通株式に係る純資産額(百万円) 3,282 2,978

差額の主な内訳(百万円) 

 少数株主持分
93 96

普通株式の発行済株式数(千株) 22,700 22,700

普通株式の自己株式数(千株) 560 561

１株当たり純資産額の算定に用いられた普
通株式の数(千株)

22,139 22,138

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)

当期純利益又は当期純損失(△)(百万円) 60 △318

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ─

普通株式に係る当期純利益又は当期純損失

(△)(百万円)
60 △318

普通株式の期中平均株式数(千株) 22,140 22,139
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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） 

当社は、平成20年6月20日開催の取締役会において、連結子会社である㈱シロックスクリエイトの

解散及び清算の決議をいたしました。 

   ①解散及び清算の理由 

     当該会社は、当社商品のデザイン、品質管理を主たる業務としてまいりましたが、昨今の 

    激しい環境変化にすばやく対応するため、当社内に経営資源を集中し、より効率的な事業展 

    開を図るため、当該会社を解散し、清算手続きに入ることを決定いたしました。 

   ②当該連結子会社の概況 

 

 
   ③解散及び清算の日程 

    平成20年6月30日  当該子会社定時株主総会にて解散決議（予定） 

    平成20年9月30日  清算結了（予定） 

   ④当該事象の連結損益に与える影響額 

    当該子会社の解散に伴う連結損益に与える影響額は軽微であります。 

(重要な後発事象)

(1)商号 株式会社シロックスクリエイト

(2)代表者 代表取締役 平野 壮太郎

(3)本店所在地 大阪市北区堂島浜二丁目１番９号

(4)設立年月日 平成3年3月29日

(5)主な事業 衣料品等のデザインの企画及び品質管理業務

(6)資本金の額 10百万円

(7)従業員数 33人 (平成20年3月31日現在)

(8)株主構成 当社 40％、 シロックス㈱(連結子会社) 60％

(9) 近3年間の業績

(単位：百万円)

項目
平成18年
3月期

平成19年
3月期

平成20年
3月期

売上高 709 585 403

営業利益 51 54 38

経常利益 43 49 35

当期純利益 58 44 19

1株当り当期純利益 290,333(円) 223,186(円) 98,352(円)

1株当り配当金 ─ ─ ─

1株当り純資産 △567,324(円) △344,138(円) △245,786(円)

資本金 10 10 10

純資産 △113 △68 △49

総資産 130 90 32
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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） 

当社は、平成21年3月2日開催の取締役会において、連結子会社である㈱ニューウェイと㈱上野ウィ

ングの合併を決議いたしました。 

   ①合併の目的 

     当社グループ事業における物流業をより効率的に運営していくため、当社の連結子会社で 

    あります株式会社ニューウェイと株式会社上野ウィングを以下のとおり合併いたします。 

    両社は、外部への物流加工サービス事業を推進するため設立され、運営してまいりました 

    が、東西統合による一層の企業体質の強化により事業の拡大をはかり、経営の効率化、収益 

    力の向上を目指すものであります。 

   ②合併の要旨 

   (1)合併の日程 

 
   (2)合併方式 

    ㈱ニューウェイを存続会社とする吸収合併方式で、㈱上野ウィングは解散いたします。 

   ③合併当事者の概要 

 
   ④合併後の状況 

 
   ⑤業績に与える影響 

    本件合併は、当社連結子会社の合併であるため、連結及び個別業績に与える影響はありません。 

   合併契約書承認取締役会 平成21年 3月 2日

   合併契約書調印 平成21年 3月 2日

   合併契約書承認株主総会 平成21年 3月 18日

   合併効力発生日 平成21年 4月 1日

(平成20年3月31日現在)

 （1）商号 株式会社ニューウェイ 株式会社上野ウィング

 （2）事業内容
衣料品、雑貨等の納品代行業、
倉庫業、梱包業、流通加工業

衣料品、雑貨等の納品代行業、
倉庫業、梱包業、検品及び流通加工
業

 （3）設立年月日 平成1年6月16日 昭和41年2月1日

 （4）本店所在地 千葉県市川市原木3027番地 大阪市北区堂島浜2丁目1番9号

 （5）代表者 代表取締役社長 丸  淳二郎 代表取締役社長 森口  稔

 （6）資本金 20百万円 10百万円

 （7）発行済株式数 400株 20,000株

 （8）純資産 495百万円 △59百万円

 （9）総資産 924百万円 98百万円

 （10）決算期 3月31日 3月31日

 （11）従業員数 242名 111名

 （12）株主構成 シロックス㈱70％、当社30％ シロックス㈱70％、当社30％

 （13） 近３事業年度の業績

（単位：百万円）

株式会社 ニューウェイ
（合併会社）

株式会社 上野ウイング
（被合併会社）

決算期
平成18年  
3月期

平成19年  
3月期

平成20年  
3月期

平成18年 
3月期

平成19年 
3月期

平成20年
3月期

売上高 2,589 2,225 2,211 494 467 416

営業利益 2 3 94 29 35 5

経常利益 8 9 161 25 31 2

当期利益 5 6 86 15 18 0

1株当たりの当期純利益(円) 13,646 17,275 215,643 755 920 40

1株当たりの配当金(円) ― ― 10,000 ― ― ―

1株当たりの純資産(円) 1,009,285 1,025,440 1,239,901 △ 3,942 △ 3,022 △ 2,981

 （1）商号 株式会社ニューウェイ

 （2）事業内容
衣料品、雑貨等の納品代行業、倉庫業、梱包業、
検品及び流通加工業

 （3）本店所在地 千葉県市川市原木3027番地

 （4）代表者 代表取締役社長 丸  淳二郎

 （5）資本金 20百万円

 （6）決算期 3月31日

－43－

ｼﾙﾊﾞｰｵｯｸｽ株式会社　（8024）　平成21年3月期　決算短信



5.【個別財務諸表】

(1)【貸借対照表】 

(単位：百万円) 

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 98 54 

受取手形 ※3 35 ※3 9 

売掛金 ※3 2,425 ※3, ※4 1,765 

商品 1,855 1,585 

前払費用 80 76 

未収入金 ※3 139 ※3 145 

短期貸付金 － － 

1年内回収予定の関係会社長期貸付金 240 383 

その他 7 14 

貸倒引当金 △1 △2 

流動資産合計 4,881 4,030 

固定資産 

有形固定資産 

建物 ※4 3,725 ※4 3,581 

減価償却累計額 1,848 1,907 

建物（純額） 1,877 1,673 

構築物 ※4 180 ※4 174 

減価償却累計額 122 125 

構築物（純額） 58 48 

工具、器具及び備品 9 9 

減価償却累計額 9 9 

工具、器具及び備品（純額） 0 0 

土地 ※4 1,523 ※4 954 

リース資産 － 6 

有形固定資産合計 3,460 2,683 

無形固定資産 

その他 － 14 

無形固定資産合計 － 14 

投資その他の資産 

投資有価証券 ※4 259 ※4 247 

関係会社株式 1,032 1,022 

関係会社出資金 392 438 

関係会社長期貸付金 182 998 

破産更生債権等 25 34 

差入保証金 172 219 

その他 57 43 

貸倒引当金 △61 △63 

投資その他の資産合計 2,062 2,940 
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(単位：百万円) 

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) 

固定資産合計 5,522 5,639 

資産合計 10,403 9,669 

負債の部 

流動負債 

支払手形 ※3 2,420 ※3, ※4 1,903 

買掛金 ※3 1,141 ※3, ※4 1,070 

短期借入金 ※4 1,317 ※4 1,186 

1年内返済予定の長期借入金 ※4 － ※4 80 

1年内償還予定の社債 200 700 

未払金 ※3 237 ※3 249 

未払費用 35 26 

未払法人税等 12 15 

未払消費税等 26 70 

賞与引当金 40 － 

リース債務 － 1 

その他 66 80 

流動負債合計 5,498 5,384 

固定負債 

社債 700 － 

長期借入金 ※4 － ※4 272 

退職給付引当金 446 389 

役員退職慰労引当金 77 － 

関係会社事業損失引当金 297 142 

受入敷金保証金 45 45 

繰延税金負債 68 63 

リース債務 － 5 

その他 144 83 

固定負債合計 1,779 1,002 

負債合計 7,277 6,387 

純資産の部 

株主資本 

資本金 2,635 2,635 

資本剰余金 

資本準備金 1,974 1,974 

資本剰余金合計 1,974 1,974 

利益剰余金 

利益準備金 647 647 

その他利益剰余金 

別途積立金 1,790 1,790 

固定資産圧縮積立金 99 92 
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(単位：百万円) 

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) 

繰越利益剰余金 △3,797 △3,707 

利益剰余金合計 △1,260 △1,177 

自己株式 △148 △149 

株主資本合計 3,199 3,282 

評価・換算差額等 

その他有価証券評価差額金 △73 △0 

評価・換算差額等合計 △73 △0 

純資産合計 3,126 3,282 

負債純資産合計 10,403 9,669 
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(2)【損益計算書】 

(単位：百万円) 

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 17,116 13,435 

売上原価 

商品期首たな卸高 1,558 1,855 

当期商品仕入高 14,049 10,058 

合計 15,608 11,913 

商品他勘定振替高 ※1 34 ※1 40 

商品期末たな卸高 ※2 1,855 ※2 1,585 

売上原価合計 13,719 10,287 

売上総利益 3,397 3,147 

販売費及び一般管理費 

運賃及び荷造費 312 251 

配送費 1,823 1,443 

広告宣伝費 5 3 

販売促進費 66 47 

貸倒引当金繰入額 6 10 

役員報酬 67 44 

給料及び手当 632 515 

賞与引当金繰入額 40 － 

退職給付費用 27 66 

福利厚生費 130 86 

旅費及び交通費 135 104 

通信費 46 55 

事務費 210 158 

地代家賃 145 180 

電算機費 116 45 

減価償却費 10 1 

その他 197 203 

販売費及び一般管理費合計 3,975 3,218 

営業損失（△） △577 △71 

営業外収益 

受取利息 ※3 50 ※3 10 

受取配当金 ※3 25 ※3 15 

受取手数料 91 3 

為替差益 58 95 

雑収入 29 18 

営業外収益合計 256 142 
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(単位：百万円) 

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) 

営業外費用 

支払利息 82 45 

手形売却損 8 7 

貸倒引当金繰入額 － 2 

雑損失 － 0 

営業外費用合計 91 56 

経常利益又は経常損失（△） △412 15 

特別利益 

固定資産売却益 ※4 － ※4 129 

役員退職慰労引当金戻入額 － 77 

関係会社事業損失引当金戻入額 － 54 

その他 － 0 

特別利益合計 － 261 

特別損失 

事業構造改善費用 ※8 1,510 ※8 － 

投資有価証券売却損 95 2 

投資有価証券評価損 6 141 

関係会社整理損 － 0 

商品評価損 25 41 

商品廃棄損 8 － 

会員権評価損 3 － 

減損損失 ※7 267 ※7 － 

固定資産除却損 ※5 7 ※5 － 

事務所移転費用 19 3 

その他 ※6 33 ※6 0 

特別損失合計 1,977 188 

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △2,390 88 

法人税、住民税及び事業税 7 10 

法人税等調整額 0 △4 

法人税等合計 7 5 

当期純利益又は当期純損失（△） △2,397 82 
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(3)【株主資本等変動計算書】 

(単位：百万円)

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

資本剰余金

資本金

前期末残高 2,635 2,635

当期末残高 2,635 2,635

資本準備金

前期末残高 1,974 1,974

当期末残高 1,974 1,974

資本剰余金合計

前期末残高 1,974 1,974

当期末残高 1,974 1,974

利益剰余金

利益準備金

前期末残高 647 647

当期末残高 647 647

その他利益剰余金

別途積立金

前期末残高 1,790 1,790

当期末残高 1,790 1,790

固定資産圧縮積立金

前期末残高 107 99

固定資産圧縮積立金の取崩 △7 △7

過年度利益剰余金修正額 △0 －

当期変動額合計 △7 △7

当期末残高 99 92

繰越利益剰余金

前期末残高 △1,406 △3,797

固定資産圧縮積立金の取崩 7 7

当期純利益 △2,397 82

当期変動額合計 △2,390 90

当期末残高 △3,797 △3,707

利益剰余金合計

前期末残高 1,137 △1,260

固定資産圧縮積立金の取崩 － －
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(単位：百万円)

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)

当期純利益 △2,397 82

過年度利益剰余金修正額 △0 －

当期変動額合計 △2,398 82

当期末残高 △1,260 △1,177

自己株式

前期末残高 △148 △148

自己株式の取得 △0 △0

当期変動額合計 △0 △0

当期末残高 △148 △149

株主資本合計

前期末残高 5,598 3,199

当期純利益 △2,397 82

自己株式の取得 △0 △0

過年度利益剰余金修正額 △0 －

当期変動額合計 △2,398 82

当期末残高 3,199 3,282

評価・換算差額等

その他有価証券評価差額金

前期末残高 11 △73

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△85 73

当期変動額合計 △85 73

当期末残高 △73 △0

評価・換算差額等合計

前期末残高 11 △73

当期変動額

株主資本以外の項目の当期変動額（純
額）

△85 73

当期変動額合計 △85 73

当期末残高 △73 △0

純資産合計

前期末残高 5,610 3,126

当期変動額

当期純利益 △2,397 82

自己株式の取得 △0 △0

過年度利益剰余金修正額 △0 －

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △85 73

当期変動額合計 △2,483 156

当期末残高 3,126 3,282
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該当事項はありません。 

(4)【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】
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(5)【重要な会計方針】

第61期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第62期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 子会社株式   移動平均法による原価法

１ 有価証券の評価基準及び評価方法 

 (1) 子会社株式   同左

 (2) その他有価証券

   時価のあるもの 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しておりま

す。)

 (2) その他有価証券

   時価のあるもの 同左

   時価のないもの 移動平均法による原価法    時価のないもの 同左

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

  たな卸資産の評価基準及び評価方法は、総平均法に

よる低価法によっております。

２ たな卸資産の評価基準及び評価方法

同左

３ 減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産の減価償却の方法 

   建物、構築物…………定額法 

   車両、器具及び備品…定率法 

    なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

    建物…………………３～47年 

    構築物………………10～45年 

    車両………………………６年 

    器具及び備品………３～15年

３ 減価償却の方法 

 (1) 有形固定資産の減価償却の方法(リース資産を除 

   く) 

   建物、構築物…………定額法 

   車両、器具及び備品…定率法 

    なお、主な耐用年数は次のとおりであります。 

    建物…………………３～47年 

    構築物………………10～45年 

    車両………………………６年 

    器具及び備品………３～15年
(会計方針の変更） 
 法人税法の改正((所得税法等の一部を改正する法律
平成19年３月30日 法律第６号)及び(法人税法施行令の
一部を改正する政令 平成19年３月30日 政令第83号))
に伴い、当事業年度から、平成19年４月１日以降に取得
したものについては、改正後の法人税法に基づく方法に
変更しております。これに伴う影響は軽微であります。

(追加情報） 
 当事業年度から、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。 
 当該変更に伴う損益に与える影響は、営業損失、経常
損失及び税引前当期純損失が７百万円それぞれ増加して
おります。

 (2) 無形固定資産の減価償却の方法
   定額法  
   なお、自社利用のソフトウェアについては、社  
   内における利用可能期間(５年)に基づいており  
   ます。

(2) 無形固定資産の減価償却の方法(リース資産を除
   く)
          同左

(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  
   リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロ 
  として算定する方法によっております。 
   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、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。

４ 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、一般債権につ
いては貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権
については個別の回収不能
見込額を計上しておりま
す。

４ 引当金の計上基準 

 (1) 貸倒引当金………同左

 (2) 賞与引当金……………従業員の賞与の支払いにあ
てるため、当期に負担すべ
き翌期の支給見込額を計上
しております。

(2) 賞与引当金………同左

－52－

ｼﾙﾊﾞｰｵｯｸｽ株式会社　（8024）　平成21年3月期　決算短信



 

第61期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第62期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 (3) 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。また、当社は

総合設立型厚生年金基金制

度を有しておりますが、自

社の拠出に対応する年金資

産の額を合理的に計算する

ことができないため、掛金

拠出額(会社負担分)を費用

処理しております。

             数理計算上の差異は、各事

業年度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(３年)によ

る定額法により按分し、そ

れぞれ発生の翌事業年度か

ら費用処理しております。

 (3) 退職給付引当金………同左

 (4) 役員退職慰労引当金…役員の退職により支給する

退職慰労金にあてるため、

内規に基づく期末要支給額

の100％相当額を計上して

おります。

 (4) 役員退職慰労引当金…  ────

 (5) 関係会社支援損失引当金…債務超過等関係会社の

支援に係る損失に備えるた

め、関係会社の財政状態を

勘案し、損失負担見込額を

計上しております。

 (5) 関係会社支援損失引当金…同左

５ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基

準

  外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場によ

り円貨に換算し、換算差額は損益として処理してお

ります。

５ 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算基

準 

          同左

  

６ 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。

６ リース取引の処理方法

────

７ 重要なヘッジ会計の方法

 ① ヘッジ会計の方法

   為替予約のうち、外貨建金銭債権債務に付してい

るものについて振当処理を適用しております。

７ 重要なヘッジ会計の方法

同左

 ② ヘッジ手段とヘッジ対象

   主に為替変動の市場リスクを為替予約取引により

個別又は包括的にヘッジしております。

 

 ③ ヘッジ方針

   事業活動によって生じる為替相場リスクは、社内

リスク管理方針に基づきリスクの特性に応じてデ

リバティブ取引を利用してヘッジしております。

－53－

ｼﾙﾊﾞｰｵｯｸｽ株式会社　（8024）　平成21年3月期　決算短信



 
  

第61期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第62期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

 ④ ヘッジ有効性評価の方法

   振当処理によった為替予約については、有効性評

価を省略しております。

８ その他財務諸表作成のための重要な事項 

  消費税等の会計処理 

  税抜方式によっております。

８ その他財務諸表作成のための重要な事項

  消費税等の会計処理

同左
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(6)【重要な会計方針の変更】

第61期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第62期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――――――― １．重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産
たな卸資産については、従来、主として総平均法による
原価法によっておりましたが、当連結会計期間より「棚
卸資産の評価に関する会計基準」(企業会計基準第９号)
が適用されたことにより、主として総平均法による原価
法(貸借対照表価額については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。これによ
り、当連結会計期間の営業損失、経常損失及び税金等調
整前当期純損失がそれぞれ14百万円増加しております。

２．リース取引に関する会計基準等

当会計年度より、「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。  
 これにより、営業損失は０百万円減少し、経常利益、
税金等調整前当期純利益は、それぞれ０百万円減少して
おります。

【表示方法の変更】

第61期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第62期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――――――― 前会計年度において、「流動負債」の「その他」及び

「固定負債」の「その他」に含めておりました「リース

債務」（前会計年度 流動負債1百万円、固定負債1百万

円）は、財務諸表規則の改正に伴い、当会計年度より

「流動負債」の「リース債務」及び「固定負債」の「リ

ース債務」として表示しております。

【追加情報】

第61期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第62期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

―――――――――― １．当社は平成20年６月27日開催の定時株主総会の終結

時をもって、役員退職慰労引当金制度を廃止することを

決議したことに伴い、当会計期間において「役員退職慰

労引当金」を全額取崩し、特別利益に表示しておりま

す。

２．返品調整引当金 
 従来、商品の返品については返品を受けた期の売上高
より控除しておりましたが、今後金額的重要性が増すと
考えられるため、当会計期間より過去の返品実績率に基
づき返品による損失見込額を返品調整引当金として計上
することとし、流動負債の「その他」に含めて計上して
おります。この結果、従来の方法によった場合と比較し
て、当会計期間の売上総利益が13百万円減少し、営業損
失が同額増加、経常利益及び税金等調整前当期純利益が
それぞれ同額減少しております。
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(7)【個別財務諸表に関する注記事項】

(貸借対照表関係)

第61期  
(平成20年３月31日)

第62期 
(平成21年３月31日)

 

１ 債務保証

   下記の関係会社等の銀行借入金について債務保証

を行っております。

(イ)シロックス物流㈱ 188百万円

(ロ)㈱ニューウェイ 158

(ハ)㈱上野ウィング 65

(ニ)シロックス㈱ 34

(ホ)喜楽客思紡織品(上海) 

  有限公司
32

(ヘ)㈱イン・アウト 10

(ト)従業員 15

計 505

   下記の関係会社が締結しているリース契約につ 

いて債務保証を行っております。 

 ㈱ニューウェイ          62百万円

 

１ 債務保証

   下記の関係会社等の銀行借入金について債務保証

を行っております。

(イ)㈱ニューウェイ 151百万円

(ロ)シロックス物流㈱ 63

(ハ)㈱上野ウィング 53

(ニ)シロックス㈱ 22

(ホ)喜楽客思紡織品(上海) 

  有限公司
15

(へ)従業員 16

計 322

   下記の関係会社が締結しているリース契約につ 

いて債務保証を行っております。 

 ㈱ニューウェイ          55百万円

 ２ 受取手形割引高          314百万円  ２ 受取手形割引高          225百万円

※３ 関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

受取手形及び売掛金 46百万円

未収入金 101

支払手形及び買掛金 421

未払金 155

※３ 関係会社に係る注記

区分掲記されたもの以外で各科目に含まれている

関係会社に対するものは次のとおりであります。

受取手形及び売掛金 6百万円

未収入金 110

支払手形及び買掛金 407

未払金 160

※４ 建物              1,867百万円

   構築物               58百万円 

   土地               1,521百万円 

   投資有価証券           220百万円

上記資産を短期借入金1,219百万円及びシロック

ス㈱他の金融機関からの借入金210百万円の担保

に供しております。

※４ 売掛金              1,009百万円

   建物                1,663百万円 

   構築物                48百万円 

   土地                  953百万円 

   投資有価証券            220百万円

上記資産を支払手形及び買掛金1,722百万円、短

期借入金1,186百万円、長期借入金353百万円及び

シロックス㈱他の金融機関からの借入金231百万

円の担保に供しております。

  ５ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行２行と当座貸越契約を締結しております。

当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未

実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度 390百万円

借入実行残高 390百万円

差引額 ―百万円

  ５ 当社は、運転資金の効率的な調達を行うため取引

銀行３行と当座貸越契約を締結しております。

当事業年度末における当座貸越契約に係る借入未

実行残高等は次のとおりであります。

当座貸越極度 490百万円

借入実行残高 490百万円

差引額 ―百万円
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(損益計算書関係)

第61期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第62期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

※１ 他勘定振替高の内容は次のとおりであります。

       商品評価損  25百万円

       商品廃棄損   8百万円

         計    34百万円

※１ 他勘定振替高の内容は商品廃棄損40百万円であり 

   ます。

※２ 低価法による評価減ならびに陳腐化等による評価

減91百万円が売上原価に含まれております。

※２ 低価法による評価減ならびに陳腐化等による評価

減53百万円が売上原価に含まれております。

※３ 関係会社との取引に係るもの

関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

受取利息 50百万円

受取配当金 15百万円

※３ 関係会社との取引に係るもの

関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれ

ております。

受取利息 10百万円

受取配当金 8百万円

※４         ──── ※４ 固定資産売却益 

   建物                129百万円

※５ 固定資産除却損

   器具及び備品他           ７百万円

※５ 固定資産除却損

  ────

※６ その他

特別損失のその他は、契約期限切れに伴う付属品

の引取等33百万円であります。

※６ その他

特別損失のその他は、会員権売却損であります。

 

 

※７ 減損損失

  ①減損の対象となった資産グループ

場所 用途 種類

大阪市中央区 
他２件

事務所 建物、リース資産等

群馬県吾妻郡 
他１件

福利厚生施設 建物及び土地

  ②減損損失の内訳

種類 減損損失(百万円)

建物 48

土地 2

その他有形固定資産 16

無形固定資産 10

長期前払費用 1

リース資産 187

合計 267

 当社は、キャッシュ・フローを生み出す 小単位とし

て、事業の種類を基本単位としてグルーピングしており

ます。上記資産のグルーピングについて、営業活動から

生ずる損益が継続してマイナスであるため、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として

特別損失に計上しました。なお、回収可能額は、正味売

却価額により測定しており、土地、建物については不動

産鑑定評価に基づき算定し、その他の資産については正

味売却価額を零としております。

※７          ────

※８ 経営改革に係る損失で、関係会社株式評価損

1,188百万円、関係会社支援損失引当金繰入額等

251百万円、早期退職制度導入による特別退職金

70百万円であります。

※８          ──── 
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第61期（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （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りによる増加    2,049株 

  

第62期（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

１ 自己株式に関する事項 

   
  （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りによる増加    1,453株 

  

(株主資本等変動計算書関係)

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） 558,264 2,049 ― 560,313

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） 560,313 1,453 ─ 561,766
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前事業年度平成20年３月31日現在及び当事業年度平成21年３月31日現在のいずれにおいても子会社

株式で時価のあるものはありません。 

  

(リース取引関係)

第61期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第62期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３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・リース取引に係る注記

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

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・リース取引に係る注記

 (1) リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相

当額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額

 

取得価額 
相当額 
(百万円)

減価償却累 
計額相当額 
(百万円)

減損損失累
計額相当額 
(百万円）

期末残高
相当額 
(百万円)

器具及び備品 276 101 174 ―

その他 46 11 34 ―

合計 322 112 209 ―

 (注) その他は主として内装設備であります。
 

取得価額
相当額 

(百万円)

減価償却累 
計額相当額 
(百万円)

減損損失累
計額相当額 
(百万円）

期末残高
相当額 

(百万円)

器具及び備品 266 110 155 ─

その他 10 2 8 ─

合計 277 112 164 ─

 (注) その他は主として内装設備であります。

 

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定期末残高

    未経過リース料期末残高相当額

 １年以内 54百万円

 １年超 144百万円

 計 198百万円

 リース資産減損勘定期末残高 198百万円

(注)リース資産減損勘定期末残高は、貸借対照表の流動

負債の「その他」及び固定負債の「その他」に含

まれています。

 

 

 (2) 未経過リース料期末残高相当額及びリース資産減

損勘定期末残高

    未経過リース料期末残高相当額

 １年以内 61百万円

 １年超 82百万円

 計 144百万円

 リース資産減損勘定期末残高 140百万円

(注)リース資産減損勘定期末残高は、貸借対照表の流動

負債の「その他」及び固定負債の「その他」に含

まれています。

 

 (3) 当期の支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損

損失

支払リース料 54百万円

リース資産減損勘定取崩額 4百万円

減価償却費相当額 53百万円

支払利息相当額 6百万円

減損損失 187百万円
 

 (3) 当期の支払リース料、リース資産減損勘定の取崩

額、減価償却費相当額、支払利息相当額及び減損

損失

支払リース料 33百万円

リース資産減損勘定取崩額 58百万円

減価償却費相当額 36百万円

支払利息相当額 3百万円

減損損失 ─百万円

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

   リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする

定額法によっております。

 (4) 減価償却費相当額の算定方法

   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。

 (5) 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

 (5) 利息相当額の算定方法

   リース料総額とリース物件の取得価額相当額との

差額を利息相当額とし、各期への配分方法につい

ては、利息法によっております。

(有価証券関係)
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該当事項はありません。 

  

(税効果会計関係)

第61期  
(平成20年３月31日)

第62期 
(平成21年３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

  繰延税金資産

   退職給付引当金 181百万円

   貸倒引当金 14

   役員退職慰労引当金 31

   賞与引当金 16

   関係会社支援損失引当金 120

   繰越欠損金 1,675

   商品評価損 24

   投資有価証券評価損 8

   関係会社株式評価損 517

   関係会社出資金評価損 53

   減損損失 112

   その他 7

   繰延税金資産小計 2,763

   評価性引当額 △ 2,763

   繰延税金資産合計 0

  繰延税金負債

   固定資産圧縮積立金 △ 68

   その他有価証券評価差額金 ―

   繰延税金負債小計 △ 68

  繰延税金負債の純額 △ 68

 

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

  繰延税金資産

  退職給付引当金 158百万円

   貸倒引当金 12

   関係会社支援損失引当金 53

   繰越欠損金 1,799

   商品評価損 10

   投資有価証券評価損 2

   関係会社株式評価損 536

   関係会社出資金評価損 53

   減損損失 89

   その他 5

   繰延税金資産小計 2,722

   評価性引当額 △2,722

   繰延税金資産合計 ─

  繰延税金負債

   固定資産圧縮積立金 △63

   その他有価証券評価差額金 ─

   繰延税金負債小計 △63

  繰延税金負債の純額 △63

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の内訳

  当期は税引前当期純損失を計上しているため記載を

省略しております。

２ 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担

率の差異の内訳

    法定実効税率 40.64%

     (調整)

   交際費等永久に損金に算入されな 
  い項目

1.69

   受取配当金等永久に益金に算入さ 
  れない項目

△5.07

   住民税均等割等 9.10 

   評価性引当金 △41.76 

   その他 1.68

   税効果会計適用後の法人税等の負 
  担率

6.28%

(企業結合等関係)
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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又は純損失金額 

  

 
  

(１株当たり情報)

第61期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第62期
(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 141.21円 １株当たり純資産額 148.28円

１株当たり当期純損失 108.31円 １株当たり当期純利益 3.75円

 なお、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、潜在株式が存在しないため、記載しておりません。

 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ

いては、潜在株式が存在しないため、記載しておりませ

ん。

項目
第61期

(平成20年３月31日)
第62期 

(平成21年３月31日)

貸借対照表の純資産の部の合計額(百万円) 3,126 3,282

普通株式に係る純資産額(百万円) 3,126 3,282

差額の主な内訳(百万円) 
 

― ─

普通株式の発行済株式数(千株) 22,700 22,700

普通株式の自己株式数(千株) 560 561

１株当たり純資産額の算定に用いられた普
通株式の数(千株)

22,139 22,138

第61期
(自 平成19年４月１日
至 平成20年３月31日)

第62期
(自 平成20年４月１日
至 平成21年３月31日)

当期純利益又は純損失(△)(百万円) △2,397 82

普通株主に帰属しない金額(百万円) ― ─

普通株式に係る当期純利益又は純損失(△)
(百万円)

△2,397 82

普通株式の期中平均株式数(千株) 22,140 22,139

－61－

ｼﾙﾊﾞｰｵｯｸｽ株式会社　（8024）　平成21年3月期　決算短信



前事業年度（自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日） 

当社は、平成20年6月20日開催の取締役会において、当社子会社である㈱シロックスクリエイトの

解散及び清算の決議をいたしました。 

   ①解散及び清算の理由 

     当該会社は、当社商品のデザイン、品質管理を主たる業務としてまいりましたが、昨今の 

    激しい環境変化にすばやく対応するため、当社内に経営資源を集中し、より効率的な事業展 

    開を図るため、当該会社を解散し、清算手続きに入ることを決定いたしました。 

   ②当該子会社の概況 

 

 
   ③解散及び清算の日程 

    平成20年6月30日  当該子会社定時株主総会にて解散決議（予定） 

    平成20年9月30日  清算結了（予定） 

   ④当該事象の当社損益に与える影響額 

    当該子会社の解散に伴う当社損益に与える影響額は軽微であります。 

  

(重要な後発事象)

(1)商号 株式会社シロックスクリエイト

(2)代表者 代表取締役 平野 壮太郎

(3)本店所在地 大阪市北区堂島浜二丁目１番９号

(4)設立年月日 平成3年3月29日

(5)主な事業 衣料品等のデザインの企画及び品質管理業務

(6)資本金の額 10百万円

(7)従業員数 33人 (平成20年3月31日現在)

(8)株主構成 当社 40％、 シロックス㈱(当社子会社) 60％

(9) 近3年間の業績

(単位：百万円)

項目
平成18年
3月期

平成19年
3月期

平成20年
3月期

売上高 709 585 403

営業利益 51 54 38

経常利益 43 49 35

当期純利益 58 44 19

1株当り当期純利益 290,333(円) 223,186(円) 98,352(円)

1株当り配当金 ─ ─ ─

1株当り純資産 △567,324(円) △344,138(円) △245,786(円)

資本金 10 10 10

純資産 △113 △68 △49

総資産 130 90 32
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当事業年度（自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日） 

当社は、平成21年3月2日開催の取締役会において、連結子会社である㈱ニューウェイと㈱上野ウィングの合併

を決議いたしました。 

   ①合併の目的 

     当社グループ事業における物流業をより効率的に運営していくため、当社の連結子会社で  

    あります株式会社ニューウェイと株式会社上野ウィングを以下のとおり合併いたします。  

    両社は、外部への物流加工サービス事業を推進するため設立され、運営してまいりました  

    が、東西統合による一層の企業体質の強化により事業の拡大をはかり、経営の効率化、収益  

    力の向上を目指すものであります。 

   ②合併の要旨 

    (1)合併の日程 

 
    (2)合併方式 

      ㈱ニューウェイを存続会社とする吸収合併方式で、㈱上野ウィングは解散いたします。 

   ③合併当事者の概要 

 
   ④合併後の状況 

 
   ⑤業績に与える影響 

    本件合併は、当社連結子会社の合併であるため、連結及び個別業績に与える影響はありません。 

   合併契約書承認取締役会 平成21年 3月 2日

   合併契約書調印 平成21年 3月 2日

   合併契約書承認株主総会 平成21年 3月 18日

   合併効力発生日 平成21年 4月 1日

(平成20年3月31日現在)

 （1）商号 株式会社ニューウェイ 株式会社上野ウィング

 （2）事業内容
衣料品、雑貨等の納品代行業、
倉庫業、梱包業、流通加工業

衣料品、雑貨等の納品代行業、
倉庫業、梱包業、検品及び流通加工
業

 （3）設立年月日 平成1年6月16日 昭和41年2月1日

 （4）本店所在地 千葉県市川市原木3027番地 大阪市北区堂島浜2丁目1番9号

 （5）代表者 代表取締役社長 丸  淳二郎 代表取締役社長 森口  稔

 （6）資本金 20百万円 10百万円

 （7）発行済株式数 400株 20,000株

 （8）純資産 495百万円 △59百万円

 （9）総資産 924百万円 98百万円

 （10）決算期 3月31日 3月31日

 （11）従業員数 242名 111名

 （12）株主構成 シロックス㈱70％、当社30％ シロックス㈱70％、当社30％

 （13） 近３事業年度の業績

（単位：百万円）

株式会社 ニューウェイ
（合併会社）

株式会社 上野ウイング
（被合併会社）

決算期
平成18年
3月期

平成19年  
3月期

平成20年  
3月期

平成18年 
3月期

平成19年 
3月期

平成20年
3月期

売上高 2,589 2,225 2,211 494 467 416

営業利益 2 3 94 29 35 5

経常利益 8 9 161 25 31 2

当期利益 5 6 86 15 18 0

1株当たりの当期純利益(円) 13,646 17,275 215,643 755 920 40

1株当たりの配当金(円) ― ― 10,000 ― ― ―

1株当たりの純資産(円) 1,009,285 1,025,440 1,239,901 △ 3,942 △ 3,022 △ 2,981

 （1）商号 株式会社ニューウェイ

 （2）事業内容
衣料品、雑貨等の納品代行業、倉庫業、梱包業、
検品及び流通加工業

 （3）本店所在地 千葉県市川市原木3027番地

 （4）代表者 代表取締役社長 丸  淳二郎

 （5）資本金 20百万円

 （6）決算期 3月31日
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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   

  1.新任取締役候補(平成21年６月26日付予定) 

   取締役業務部長 大橋  等(現 常務執行役員業務部長)   

  2.取締役の委嘱変更(平成21年６月１日付予定)  

   取締役 久保 郁夫  経営企画室、品質管理室担当(現 生産統括部、業務部担当) 

   取締役 丸 淳二郎  関係会社担当(現 物流担当) 

③執行役員の異動(平成21年６月１日付予定) 

  1.新任執行役員 

   執行役員営業部担当補佐  

       川端 輝伸(現 青島喜楽客思服装有限公司 総経理) 

   執行役員経営企画室マーケティング担当 

       宮村 孝美(現 経営企画室リーダー) 

  2.執行役員の委嘱の変更 

   執行役員東京本社担当兼東京統括 

       前田 武彦(現 執行役員東京統括) 

   執行役員営業推進担当 

       大野  豊(現 常務執行役員東京本社担当） 

該当事項はありません。 

  

6. その他

(1) 役員の異動

(2) その他
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