
平成22年3月期 第3四半期決算短信 

平成22年2月10日

（百万円未満切捨て）

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

問合せ先責任者 （役職名） 取締役執行役員経営企画室長 （氏名） 金木俊明 TEL 03-3376-7878
四半期報告書提出予定日 平成22年2月12日

配当支払開始予定日 ―

1.  平成22年3月期第3四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年12月31日） 

第23期の潜在株式調整後１株当たり四半期純利益金額については、潜在株式は存在するものの１株当たり四半期純損失であるため記載しておりません。

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第3四半期 24,162 △39.9 55 ― 19 ― 275 ―

21年3月期第3四半期 40,236 △37.7 △696 ― △603 ― △238 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第3四半期 11.27 10.37
21年3月期第3四半期 △10.66 ―

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

22年3月期第3四半期 14,503 1,690 △1.2 △7.14

21年3月期 17,054 1,537 △3.0 △20.81

（参考） 自己資本   22年3月期第3四半期  △179百万円 21年3月期  △503百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金

第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計
円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

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

22年3月期 
（予想）

0.00 0.00

3.  平成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） 
（％表示は対前期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無  
 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

通期 32,000 △34.7 150 ― 35 ― 150 ― 5.95



4.  その他 

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

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  有  
（注）詳細は、５ページ【定性的情報・財務諸表等】４．その他をご覧ください。 

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

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

平成21年11月12日発表の連結業績予想を修正しておりません。上記予想は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な
要素を含んでおります。実際の業績等は、業況の変化等により、予想数値と異なる場合があります。なお、上記予想に関する事項【定性的情報・財務諸表
等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧下さい。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 1社 （社名 株式会社全国教育産業協会 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第3四半期 25,207,058株 21年3月期  24,207,058株

② 期末自己株式数 22年3月期第3四半期  15,966株 21年3月期  15,940株

③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第3四半期 24,458,380株 21年3月期第3四半期 22,372,950株



 当第３四半期連結会計期間におけるわが国経済は、大手金融機関の破綻に端を発した世界同時不況の余波も落ち着

きを見せ、政策効果も加わり企業倒産も収束傾向となるなど、景気の底入れが顕著となってまいりました。しかしな

がら、雇用の悪化や所得減少に回復の兆しは見えず、国内景気の先行き不透明感は払拭しきれていない状況でありま

す。 

 当社グループが属する業界においては、衣料品の低価格化や、呉服や宝飾品等の嗜好品の買い控えにより、依然と

して厳しい状況にありますが、当社が平成20年5月に「グループ再建計画」を策定以降、実施してきたノンコア事業

からの撤退、不採算店舗の閉鎖等による経費圧縮効果が顕在化してきており、業績は大きく改善しております。 

 また、「再建計画PhaseⅡ」として、不況下でも収益の出せる筋肉質な体質への構造改革を目指し、管理部門の統

合等によるさらなる経費の圧縮、経営資源の共有化による販売力の強化を目的とし、平成21年10月1日付で連結子会

社である株式会社ヤマノリテーリングス、株式会社きのはな、株式会社ヤマノプラザ、株式会社ヤマノ1909プラザ、

株式会社ヤマノスポーツシステムズ、株式会社スポーツマンクラブ、株式会社ヤマノクレジットサービス、ヤマノイ

ンベストメント株式会社の計８社を吸収合併し、純粋持株会社から事業持株会社へと移行いたしました。 

 これらの約１年半に渡る構造改革を行い、営業コストと管理コスト全ての経費圧縮を図ってきた結果、当第３四半

期連結累計期間における売上高は、子会社や店舗の売却の影響により前年度より減少し241億62百万円（前年同四半

期比39.9％減）、営業利益は55百万円（前年同四半期は営業損失６億96百万円）、経常利益19百万円（前年同四半期

は経常損失６億３百万円）となり、特別利益に関係会社売却益、特別損失に減損損失や店舗閉鎖損を計上、また、前

述の合併会社の繰越欠損金を引継いだことにより法人税の計上額が減少し、四半期純利益は２億75百万円（前年同四

半期は四半期純損失２億38百万円）となりました。  

 1）「和装事業」 

 和装品市場の縮小や高額品販売の不振、振袖のレンタル志向の増加などにより、売上高は依然として低調に推移し

ておりますが、大型催事の動員活動を例年より早く入るなど、動員数の確保に努めてまいりました。また、引続きコ

ンプライアンスの徹底や、お客様との信頼関係深耕に努めるなど、他店との差別化を図ってまいりました。 

 平成21年４月に株式会社全国教育産業協会の株式を全て譲渡し、また、平成21年９月に和装店舗24店舗を譲渡した

ため、売上高は前年度より減少しており、和装事業の売上高は、58億95百万円（前年同四半期比39.1％減）、営業利

益は２億31百万円（前年同四半期は営業損失３億８百万円）となりました。 

 2）「宝飾事業」 

 宝飾事業につきましては、訪問販売・展示会販売のセット商品の売行きが好調でありましたが、近年の宝飾品市場

の縮小傾向に加え、不況下における高額品の販売低迷により、売上高が減少、売上総利益率も低下といたしました

が、不採算店舗の閉鎖や経費削減努力により、前年度よりも収益は改善しております。 

 平成20年11月に株式会社ＨＡＭＡＮＯ1880、株式会社松崎及び松崎生産株式会社の株式を全て譲渡したため、売上

高は前年度より大幅に減少しており、この結果、宝飾事業の売上高は、29億64百万円（前年同四半期比62.3％減）、

営業損失は24百万円（前年同四半期は営業損失41百万円）となりました。 

 3）「洋装事業」  

 洋装事業につきましては、10月、12月の気温が比較的高かったため、コートなどの冬物が出遅れ、また消費者の買

い控えや低価格志向が強まる中、販売不振に歯止めがかからない状況ではありますが、受発注管理の精度を高め、ロ

スをなくし在庫の適正化を図るなど、経営効率の向上に努めてまいりました。 

 また、平成20年11月に東京ブラウス株式会社の株式を全てを譲渡したため、売上高は前年度より大幅に減少してお

り、洋装事業の売上高は、53億46百万円（前年同四半期比38.4％減）、営業損失は４百万円（前年同四半期は営業損

失61百万円）となりました。 

 4）「寝装事業」 

 寝装事業につきましては、暖冬の影響等により量販店を中心に売上が伸び悩み、物流コストの改善や賃借料等の固

定費を削減いたしました。また、展示会販売のセット商品が好調となり、売上高は18億81百万円（前年同四半期比

18.0％減）、営業利益は17百万円（前年同四半期比は営業損失３百万円）となりました。  

 5）「健康関連事業」 

 健康関連事業につきましては、10月、12月の気温が比較的高かったため、ウインター商戦が苦戦し、また、不採算

店舗の閉鎖等により、売上高は前年度より減少し44億５百万円（前年同四半期比27.6％減）、営業利益は１百万円

（前年同四半期は営業損失１億65百万円）となりました。 

定性的情報・財務諸表等

１．連結経営成績に関する定性的情報



 6）「美容事業」 

 美容事業につきましては、昨年度より実施してきた顧客満足度アップの徹底のための接遇マナー技術強化講習を全

サロンで行ってきた結果、客単価の向上などの効果が現れております。また、昨年来より行ってきた不採算店舗の閉

鎖や、平成20年７月に株式会社エックスワンの株式を全て譲渡したため、売上高は前年度より減少しており、美容事

業の売上高は25億89百万円（前年同四半期比33.3％減）となりましたが、営業利益は69百万円（前年同四半期は営業

損失35百万円）となりました。 

 7）「その他事業」 

 その他事業につきましては、主にミシンなどの電化製品の販売であります。 

 高額ミシンの売上が大きく後退し、売上高は減少いたしましたが、経費削減努力により、その他事業の売上高は、

10億78百万円（前年同四半期比29.5％減）、営業損失は47百万円（前年同四半期は営業損失１億17百万円）となりま

した。 

  

 当四半期における総資産は、145億３百万円となり、前連結会計年度末比25億51百万円の減少となりました。その

主な要因は、受取手形及び売掛金４億46百万円、敷金及び保証金７億57百万円の減少のほか、子会社売却及び子会社

の一部店舗売却によるものであります。なお、純資産は16億90百万円となりました。 

  

(キャッシュ・フローの状況) 

 当第３四半期連結会計期間末における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前四半期純利

益が３億44百万円となり、子会社株式の売却による収入、敷金保証金の回収による収入等の他、第３四半期連結会計

期間末日が金融機関の休日であったため、前連結会計年度に比べ４億２百万円増加し15億99百万円となりました。 

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

 営業活動の結果得られた資金は、１億86百万円（前年同四半期は49百万円の支出）となりました。 

 これは主に、税金等調整前四半期純利益３億44百万円に対し、売上債権の減少３億５百万円、たな卸資産の減少３

億59百万円、仕入債務の増加30百万円、前受金の減少７億92百万円によるものであります。 

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

 投資活動の結果得られた資金は、14億15百万円（前年同四半期は35億97百万円の収入）となりました。 

  これは主に、定期預金の払戻収入５億52百万円、敷金保証金の回収による収入４億60百万円、子会社株式の売却に

よる収入３億90百万円によるものであります。 

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 財務活動の結果支出した資金は、12億８百万円（前年同四半期は43億68百万円の支出）となりました。 

  これは主に、短期借入金の返済による支出７億90百万円、長期借入金の返済による支出３億34百万円、社債の償還

による支出２億３百万円によるものであります。 

  

 当第４四半期においても、当社グループを取巻く環境は厳しい状況が予想されますが、グループ再建計画に基づく

構造改革により、各事業における収益力は大きく改善しております。今後とも筋肉質な体質を維持し、さらなる業績

の改善に努めてまいります。 

 連結業績予想としましては、現時点において、平成21年11月12日に公表しております連結業績予想の変更はありま

せん。  

  

  

(株式譲渡による減少 １社) 株式会社全国教育産業協会   

  

２．連結財政状態に関する定性的情報

３．連結業績予想に関する定性的情報

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）



① 一般債権の貸倒見積高の算定方法 

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

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

② 棚卸資産の評価方法 

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

の実地棚卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。 

③ 固定資産の減価償却の算定方法 

 定率法を採用している固定資産の減価償却費の算定方法は、連結会計年度に係る減価償却費の額を期間按

分して算定しております。 

④ 繰延税金資産及び繰延税金負債の算定方法 

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

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

ランニングを利用する方法によっております。 

  

  

 該当事項はありません。  

  

  

（２）簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

（３）四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更



（４）継続企業の前提に関する重要事象等

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日～平成21年12月31日) 

 当社グループは、前連結会計年度において営業キャッシュフローのマイナス1,241,368千円、営業損失948,907千円、

経常損失809,893千円、当期純損失821,954千円を計上した結果、前連結会計年度末において株主資本はマイナス

357,221千円、自己資本はマイナス503,408千円となっております。また、当第３四半期連結累計期間においては、営業

キャッシュフロー186,215千円、営業利益55,757千円、経常利益19,135千円、四半期純利益275,625千円を計上し、通期

業績の見通しは営業利益、経常利益、当期純利益ともに黒字の見込みであるものの、当第３四半期連結会計期間末にお

いて株主資本はマイナス48,440千円、自己資本はマイナス179,973円となっており、依然として継続企業の前提に関す

る重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当該状況を解消すべく、現在、下記の様な対策を実施しております。 

１．事業ポートフォリオの見直し 

今後収益力を強化し、債務超過を解消するためには、さらなる経営資源の選択と集中によって組織のスリム化を

すすめる必要があり、管理部門の基本機能の集約並びに各事業における販売基盤を共有化することで、当社グルー

プ収益力強化並びに債務超過の解消が可能となるため、当社は平成21年10月１日付で当社の連結子会社である株式

会社ヤマノリテーリングス（以下「YRC」）、株式会社ヤマノプラザ（以下「YPC」）、株式会社ヤマノスポーツシ

ステムズ（以下「YSS」）、株式会社ヤマノクレジットサービス、ヤマノインベストメント株式会社、YRCの子会社

である株式会社きのはな、YPCの子会社である株式会社ヤマノ1909プラザ並びにYSSの子会社である株式会社スポー

ツマンクラブ計８社を吸収合併し、純粋持株会社から事業本部体制へ移行いたしました。当第３四半期会計期間に

おいては、合併によるコスト削減効果、販売部の統合による相乗効果等が現れており、収益力は大きく改善してお

ります。 

２．財務基盤の安定化 

弁済期日を迎えた短期借入金においては、期日延長に応じていただく旨の合意を金融機関からいただき、リファイ

ナンスが完了しております。 

また、資本の充足を図るため、直接金融も視野に入れた多様な資金調達手段を駆使して財務体質の強化に努めてま

いりたいと考えております。なお、平成21年10月15日に第三者割当による株式会社ヤマノホールディングス第1回新

株予約権を発行し、平成22年２月10日現在、100個（1個当たり10,000株）が行使され、33,000千円が払込されてお

ります。 

３．組織の合理化とコスト削減  

上記１．に前述のように、当該子会社８社を吸収合併し、各所に点在している本社事務所を１箇所に集中させ事

務所賃借料等の経費の圧縮、役員の減少による役員報酬の減額の他、重複した管理部門の統合による大幅なコスト

削減を図るとともに、管理部門を統合することにより業務の効率化及び標準化を図ってまいります。また、組織の

スリム化により迅速かつ機動的な事業展開を行ない、当社グループが保有する人材、顧客基盤、販売戦略、ネット

ワーク等の各社の長所を共有することにより今後の市場の変化や顧客ニーズに対し迅速かつ柔軟な対応を可能と

し、収益力を高めてまいります。 

継続企業の前提の根拠となる当連結会計年度末までの連結資金繰予定については、上記対応策の他、当第３四半期連

結累計期間においては、不採算店舗及び事務所閉鎖に伴う敷金・保証金の返金及び敷金・保証金の支出の純額で436百

万円のキャッシュフローの創出並びに賃貸人との交渉により９ヶ月間の家賃について保証金を前払家賃とすることで81

百万円、連結子会社の丸善ヤマノ株式会社の事業譲渡による48百万円の経費削減、当初計画よりも一般管理費約300百

万円の経費削減を行ったことにより、合計429百万円のキャッシュアウトの削減を実施しております。  

しかしながら、これらの対応策に対し、営業施策面におきましては国内景気の悪化による売上高の減少、及び、今後

の消費動向の影響を受けるため、また、財務面におきましては新株予約権の性質上、当社株式の株価の動向によっては

割当先に行使されない可能性があるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 当四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を当四半期連結財務

諸表には反映しておりません。  



５．四半期連結財務諸表 
（１）四半期連結貸借対照表 

（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

現金及び預金 2,087,757 2,263,801

受取手形及び売掛金 3,291,129 3,737,575

商品及び製品 3,726,070 4,204,944

仕掛品 22,245 40,573

原材料及び貯蔵品 124,311 130,671

その他 752,665 891,160

貸倒引当金 △112,433 △153,521

流動資産合計 9,891,745 11,115,205

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 1,963,624 2,238,577

減価償却累計額 △1,202,358 △1,370,384

建物及び構築物（純額） 761,266 868,193

機械装置及び運搬具 43,906 47,606

減価償却累計額 △39,720 △41,687

機械装置及び運搬具（純額） 4,186 5,919

工具、器具及び備品 717,382 1,055,195

減価償却累計額 △631,924 △900,112

工具、器具及び備品（純額） 85,457 155,083

土地 1,120,127 1,120,127

リース資産 1,266 6,120

減価償却累計額 △358 △896

リース資産（純額） 907 5,223

有形固定資産合計 1,971,944 2,154,546

無形固定資産   

のれん 83,702 362,801

その他 114,121 149,567

無形固定資産合計 197,824 512,368

投資その他の資産   

投資有価証券 171,838 197,739

長期貸付金 154,055 186,983

敷金及び保証金 2,187,505 2,944,619

その他 819,087 907,697

貸倒引当金 △890,492 △964,597

投資その他の資産合計 2,441,994 3,272,441

固定資産合計 4,611,764 5,939,356

資産合計 14,503,509 17,054,562



（単位：千円）

当第３四半期連結会計期間末
(平成21年12月31日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 4,983,286 4,977,919

短期借入金 1,757,189 2,577,721

1年内返済予定の長期借入金 444,534 618,581

1年内償還予定の社債 271,250 267,500

未払金 1,129,676 925,346

前受金 1,202,342 1,995,007

未払法人税等 280,890 519,561

賞与引当金 32,661 140,881

返品調整引当金 21,544 21,613

ポイント引当金 104,547 107,440

株主優待引当金 4,498 4,498

その他 893,956 1,168,457

流動負債合計 11,126,377 13,324,530

固定負債   

社債 609,881 817,381

長期借入金 305,642 315,966

長期未払金 380,194 531,101

繰延税金負債 1,243 －

退職給付引当金 160,738 170,074

役員退職慰労引当金 － 19,436

負ののれん 59,531 83,928

長期リース資産減損勘定 129,975 200,523

その他 39,637 53,867

固定負債合計 1,686,844 2,192,278

負債合計 12,813,221 15,516,808

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,293,343 1,276,765

資本剰余金 1,717,794 1,701,216

利益剰余金 △3,056,560 △3,332,185

自己株式 △3,019 △3,017

株主資本合計 △48,440 △357,221

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 △52,627 △49,428

為替換算調整勘定 △78,905 △96,759

評価・換算差額等合計 △131,533 △146,187

新株予約権 4,591 －

少数株主持分 1,865,669 2,041,162

純資産合計 1,690,287 1,537,753

負債純資産合計 14,503,509 17,054,562



（２）四半期連結損益計算書 
（第３四半期連結累計期間） 

（単位：千円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 40,236,303 24,162,160

売上原価 22,406,005 13,783,234

売上総利益 17,830,298 10,378,925

販売費及び一般管理費 18,526,949 10,323,167

営業利益又は営業損失（△） △696,650 55,757

営業外収益   

受取利息 20,890 10,593

協賛金収入 105,346 47,352

負ののれん償却額 127,254 27,974

その他 142,615 93,872

営業外収益合計 396,106 179,792

営業外費用   

支払利息 208,388 118,659

手形売却損 9,065 8,069

その他 85,624 89,686

営業外費用合計 303,078 216,415

経常利益又は経常損失（△） △603,622 19,135

特別利益   

固定資産売却益 645,739 1,669

投資有価証券売却益 3,566 784

貸倒引当金戻入額 137,667 14,549

関係会社株式売却益 824,657 404,059

債務免除益 58,653 －

役員退職慰労引当金戻入額 34,089 －

その他 151,037 89,944

特別利益合計 1,855,411 511,006

特別損失   

固定資産売却損 838 1,520

固定資産除却損 26,027 13,291

投資有価証券評価損 68,279 4,232

投資有価証券売却損 3,712 4,134

貸倒引当金繰入額 19,860 －

減損損失 208,749 67,515

店舗閉鎖損失 119,594 70,084

その他 120,676 24,670

特別損失合計 567,739 185,449

税金等調整前四半期純利益 684,049 344,692

法人税、住民税及び事業税 788,016 68,084

法人税等調整額 17,988 －

法人税等合計 806,004 68,084

少数株主利益 116,646 983

四半期純利益又は四半期純損失（△） △238,601 275,625



（第３四半期連結会計期間） 

（単位：千円）

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

当第３四半期連結会計期間 
(自 平成21年10月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高 11,696,592 8,088,915

売上原価 6,925,921 4,763,228

売上総利益 4,770,670 3,325,687

販売費及び一般管理費 4,914,638 3,130,508

営業利益又は営業損失（△） △143,967 195,178

営業外収益   

受取利息 10,071 1,167

協賛金収入 23,216 1,892

負ののれん償却額 35,079 8,828

その他 32,536 25,601

営業外収益合計 100,903 37,489

営業外費用   

支払利息 59,180 39,581

手形売却損 2,210 1,545

その他 29,081 7,139

営業外費用合計 90,472 48,266

経常利益又は経常損失（△） △133,536 184,402

特別利益   

固定資産売却益 85,219 716

投資有価証券売却益 711 66

貸倒引当金戻入額 48,805 517

関係会社株式売却益 89,496 －

その他 22,058 14,323

特別利益合計 246,290 15,624

特別損失   

固定資産売却損 838 －

固定資産除却損 10,939 －

投資有価証券評価損 31,300 －

投資有価証券売却損 710 4,119

減損損失 183,696 23,369

店舗閉鎖損失 79,437 11,994

その他 49,280 5,650

特別損失合計 356,204 45,133

税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期
純損失（△）

△243,450 154,893

法人税、住民税及び事業税 46,774 △179,352

法人税等調整額 201 －

法人税等合計 46,976 △179,352

少数株主利益 43,265 24,049

四半期純利益又は四半期純損失（△） △333,691 310,196



（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

小計 713,350 438,106

税金等調整前四半期純利益 684,049 344,692

減価償却費 239,398 126,094

減損損失 208,749 67,515

のれん償却額 415,175 281,435

負ののれん償却額 △127,254 △27,974

退職給付引当金の増減額（△は減少） △117,283 △9,777

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △86,856 △19,436

返品調整引当金の増減額（△は減少） 8,941 △69

賞与引当金の増減額（△は減少） △16,511 △83,740

ポイント引当金の増減額（△は減少） △12,006 2,892

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,943,098 △30,602

受取利息及び受取配当金 △20,890 △10,593

支払利息 208,388 118,659

手形売却損 9,065 8,069

有形固定資産除却損 25,187 13,291

有形固定資産売却損益（△は益） △84,410 △148

無形固定資産売却損益（△は益） △560,490 －

投資有価証券売却損益（△は益） 146 3,350

投資有価証券評価損益（△は益） 68,279 4,232

関係会社株式売却損益（△は益） △824,657 △404,059

持分変動損益（△は益） 8,131 －

債務免除益 △58,653 －

売上債権の増減額（△は増加） 521,819 305,010

たな卸資産の増減額（△は増加） 4,039 359,753

仕入債務の増減額（△は減少） 761,482 30,711

前受金の増減額（△は減少） △624,554 △792,664

その他 2,027,163 151,467

利息及び配当金の受取額 20,364 9,148

利息の支払額 △280,525 △96,392

手形売却損による支払額 △9,065 △8,069

法人税等の支払額 △493,358 △156,577

営業活動によるキャッシュ・フロー △49,234 186,215



（単位：千円）

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

当第３四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年12月31日) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有形固定資産の取得による支出 △132,577 △42,738

有形固定資産の売却による収入 294,547 3,322

無形固定資産の取得による支出 △103,095 △14,226

無形固定資産の売却による収入 791,087 －

投資有価証券の取得による支出 △6,512 △3,635

投資有価証券の売却による収入 127,836 16,919

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

－ △71,620

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による
収入

2,041,580 190,952

子会社株式の売却による収入 － 200,000

貸付けによる支出 △93,145 △4,314

貸付金の回収による収入 300,111 38,845

敷金及び保証金の差入による支出 △127,703 △23,107

差入保証金の回収による収入 453,988 460,086

事業譲渡による収入 － 110,000

定期預金の増減額（△は増加） 51,000 552,055

その他 335 2,885

投資活動によるキャッシュ・フロー 3,597,453 1,415,424

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の返済による支出 △1,649,000 △790,532

長期借入れによる収入 － 150,000

長期借入金の返済による支出 △1,637,538 △334,371

社債の発行による収入 711,131 －

社債の償還による支出 △1,556,000 △203,750

自己株式の取得による支出 － △1

新株予約権の行使による株式の発行による収入 － 33,000

新株予約権の発行による収入 － 4,748

長期未払金の増減額（△は減少） △16 －

少数株主への配当金の支払額 △75,125 △61,286

子会社による子会社自己株式取得による支出 △162,413 △6,196

その他 － 16

財務活動によるキャッシュ・フロー △4,368,962 △1,208,372

現金及び現金同等物に係る換算差額 △23,143 8,810

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △843,887 402,077

現金及び現金同等物の期首残高 3,690,989 1,196,929

現金及び現金同等物の四半期末残高 2,847,102 1,599,007



  

（４）継続企業の前提に関する注記

当第３四半期連結会計期間(自 平成21年10月１日～平成21年12月31日) 

 当社グループは、前連結会計年度において営業キャッシュフローのマイナス1,241,368千円、営業損失948,907千円、

経常損失809,893千円、当期純損失821,954千円を計上した結果、前連結会計年度末において株主資本はマイナス

357,221千円、自己資本はマイナス503,408千円となっております。また、当第３四半期連結累計期間においては、営業

キャッシュフロー186,215千円、営業利益55,757千円、経常利益19,135千円、四半期純利益275,625千円を計上し、通期

業績の見通しは営業利益、経常利益、当期純利益ともに黒字の見込みであるものの、当第３四半期連結会計期間末にお

いて株主資本はマイナス48,440千円、自己資本はマイナス179,973円となっており、依然として継続企業の前提に関す

る重要な疑義を生じさせるような状況が存在しております。 

 当該状況を解消すべく、現在、下記の様な対策を実施しております。 

１．事業ポートフォリオの見直し 

今後収益力を強化し、債務超過を解消するためには、さらなる経営資源の選択と集中によって組織のスリム化を

すすめる必要があり、管理部門の基本機能の集約並びに各事業における販売基盤を共有化することで、当社グルー

プ収益力強化並びに債務超過の解消が可能となるため、当社は平成21年10月１日付で当社の連結子会社である株式

会社ヤマノリテーリングス（以下「YRC」）、株式会社ヤマノプラザ（以下「YPC」）、株式会社ヤマノスポーツシ

ステムズ（以下「YSS」）、株式会社ヤマノクレジットサービス、ヤマノインベストメント株式会社、YRCの子会社

である株式会社きのはな、YPCの子会社である株式会社ヤマノ1909プラザ並びにYSSの子会社である株式会社スポー

ツマンクラブ計８社を吸収合併し、純粋持株会社から事業本部体制へ移行いたしました。当第３四半期会計期間に

おいては、合併によるコスト削減効果、販売部の統合による相乗効果等が現れており、収益力は大きく改善してお

ります。 

２．財務基盤の安定化 

弁済期日を迎えた短期借入金においては、期日延長に応じていただく旨の合意を金融機関からいただき、リファイ

ナンスが完了しております。 

また、資本の充足を図るため、直接金融も視野に入れた多様な資金調達手段を駆使して財務体質の強化に努めてま

いりたいと考えております。なお、平成21年10月15日に第三者割当による株式会社ヤマノホールディングス第1回新

株予約権を発行し、平成22年２月10日現在、100個（1個当たり10,000株）が行使され、33,000千円が払込されてお

ります。 

３．組織の合理化とコスト削減  

上記１．に前述のように、当該子会社８社を吸収合併し、各所に点在している本社事務所を１箇所に集中させ事

務所賃借料等の経費の圧縮、役員の減少による役員報酬の減額の他、重複した管理部門の統合による大幅なコスト

削減を図るとともに、管理部門を統合することにより業務の効率化及び標準化を図ってまいります。また、組織の

スリム化により迅速かつ機動的な事業展開を行ない、当社グループが保有する人材、顧客基盤、販売戦略、ネット

ワーク等の各社の長所を共有することにより今後の市場の変化や顧客ニーズに対し迅速かつ柔軟な対応を可能と

し、収益力を高めてまいります。 

継続企業の前提の根拠となる当連結会計年度末までの連結資金繰予定については、上記対応策の他、当第３四半期連

結累計期間においては、不採算店舗及び事務所閉鎖に伴う敷金・保証金の返金及び敷金・保証金の支出の純額で436百

万円のキャッシュフローの創出並びに賃貸人との交渉により９ヶ月間の家賃について保証金を前払家賃とすることで81

百万円、連結子会社の丸善ヤマノ株式会社の事業譲渡による48百万円の経費削減、当初計画よりも一般管理費約300百

万円の経費削減を行ったことにより、合計429百万円のキャッシュアウトの削減を実施しております。  

しかしながら、これらの対応策に対し、営業施策面におきましては国内景気の悪化による売上高の減少、及び、今後

の消費動向の影響を受けるため、また、財務面におきましては新株予約権の性質上、当社株式の株価の動向によっては

割当先に行使されない可能性があるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められます。 

 当四半期連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を当四半期連結財務

諸表には反映しておりません。  



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

当第３四半期連結会計期間（自平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

（５）セグメント情報

〔事業の種類別セグメント情報〕

  
和装事業 
（千円） 

宝飾事業

（千円） 
洋装事業

（千円） 
寝装事業

（千円） 
健康関連事業 
（千円） 

ブランド事業

（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  2,928,512 1,557,963 2,358,808 1,036,291  2,493,545 -

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 12,981 4,170 1,574 -  - -

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

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

  
美容事業 
（千円） 

その他事業

（千円） 
計（千円）

消去又は全社

（千円） 
連結（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  897,092 424,378 11,696,592 -  11,696,592

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 - 11,188 29,914 (29,914)  -

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

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

  
和装事業 
（千円） 

宝飾事業

（千円） 
洋装事業

（千円） 
寝装事業

（千円） 
健康関連事業 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  1,735,066 849,741 1,889,905 750,359  1,758,825

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 7,069 - 447 -  1,573

計  1,742,136 849,741 1,890,352 750,359  1,760,399

営業利益又は営業損失（△）  121,326 △1,854 16,269 28,831  138,749

  
美容事業 
（千円） 

その他事業

（千円） 
計（千円）

消去又は全社

（千円） 
連結（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  795,838 309,178 8,088,915 -  8,088,915

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
- 17,328 26,419 (26,419)  -

計  795,838 326,507 8,115,335 (26,419)  8,088,915

営業利益又は営業損失（△）  19,145 30,644 353,113 (157,935)  195,178



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

  

当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

  
和装事業 
（千円） 

宝飾事業

（千円） 
洋装事業

（千円） 
寝装事業

（千円） 
健康関連事業 
（千円） 

ブランド事業

（千円） 

売上高             

(1）外部顧客に対する売上高  9,679,265 7,872,357 8,682,725 2,295,519  6,084,935 206,174

(2）セグメント間の内部売上高又

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

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

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

  
美容事業 
（千円） 

その他事業

（千円） 
計（千円）

消去又は全社

（千円） 
連結（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  3,885,442 1,529,883 40,236,303 -  40,236,303

(2）セグメント間の内部売上高又

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

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

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

  
和装事業 
（千円） 

宝飾事業

（千円） 
洋装事業

（千円） 
寝装事業

（千円） 
健康関連事業 
（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  5,895,910 2,964,271 5,346,833 1,881,515  4,405,161

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
 7,900 - 447 -  3,555

計  5,903,811 2,964,271 5,347,280 1,881,515  4,408,717

営業利益又は営業損失（△）  231,886 △24,632 △4,138 17,831  1,493

  
美容事業 
（千円） 

その他事業

（千円） 
計（千円）

消去又は全社

（千円） 
連結（千円） 

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  2,589,665 1,078,801 24,162,160 -  24,162,160

(2）セグメント間の内部売上高又

は振替高 
- 39,176 51,080 (51,080)  -

計  2,589,665 1,117,977 24,213,240 (51,080)  24,162,160

営業利益又は営業損失（△）  69,157 △47,503 244,094 (188,336)  55,757



（注）１．事業区分の方法 

事業区分は、商品の種類で区分しております。 

なお、前連結会計年度において、ブランド事業を行っていた子会社をグループ外へ株式譲渡したため、当連結会計年度はブラン

ド事業を行っておりません。  

２．各区分に属する主要な商品 

３．会計処理方法の変更 

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

 （棚卸資産の評価に関する会計基準） 

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

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

への影響は軽微であります。 

 （リース取引に関する会計基準） 

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

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

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

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

 当第３四半期連結累計期間（自平成21年４月１日 至平成21年12月31日）  

  該当事項なし 

  

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

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

ける資産の金額が1,421,134千円減少しております。 

  

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

平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

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

記載を省略しております。  

  

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

平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

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

記載を省略しております。 

  

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

平成21年10月１日 至平成21年12月31日） 

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

  

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

平成21年４月１日 至平成21年12月31日） 

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

  

事業区分 主要な商品

和装事業  振袖、留め袖、訪問着、七五三祝着、和装小物、着付け教室等 

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

洋装事業  スーツ、毛皮コート、ベビー・子供用品、ブラウス等 

寝装事業  羽毛・羊毛ふとん、婚礼ふとん、タオルケット等 

健康関連事業  スポーツ用品、スポーツ関連商品、健康関連商品等 

ブランド事業  商標権使用許諾及び商工業製品のデザイン立案制作 

美容事業  化粧品、浴用剤、美容室等 

その他事業  信販、投資事業組合、その他商品等 

〔所在地別セグメント情報〕

〔海外売上高〕



該当事項はありません。 

  

 該当事項はありません。  

  

  

（６）株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記

６．その他の情報
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