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1.  21年12月期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年12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12月期 12,965 90.0 △387 ― △321 ― △423 ―
20年12月期 6,824 487.7 △327 ― △427 ― △1,043 ―

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12月期 △314.92 ― △5.0 △2.3 △3.0
20年12月期 △688.63 ― △10.7 △2.7 △4.8
（参考） 持分法投資損益 21年12月期  ―百万円 20年12月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年12月期 12,408 8,688 65.8 6,095.05
20年12月期 15,078 9,220 57.4 6,259.05
（参考） 自己資本   21年12月期  8,168百万円 20年12月期  8,661百万円

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12月期 △710 △124 △715 2,402
20年12月期 59 △1,087 △1,869 3,951

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）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 百万円 ％ ％

20年12月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
21年12月期 ― ― ― ― ― ― ― ―
22年12月期 

（予想） ― ― ― ― ― ―

3.  22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12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

― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 11,512 △11.2 12 ― 107 ― 15 ― 11.76
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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、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。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

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12月期 1,441,485株 20年12月期 1,601,685株
② 期末自己株式数 21年12月期  101,275株 20年12月期  217,859株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年12月期の個別業績（平成21年1月1日～平成21年12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12月期 421 168.5 △48 ― 8 ― 28 ―
20年12月期 156 △39.8 △242 ― △369 ― △943 ―

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12月期 21.43 ―
20年12月期 △622.26 ―

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12月期 8,934 8,769 98.1 6,543.10
20年12月期 9,204 8,806 95.7 6,363.87
（参考） 自己資本 21年12月期  8,769百万円 20年12月期  8,806百万円

2.  22年12月期の個別業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期累計期間は対前年同四半期増減率）

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 上記に記載した予想数値は、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、業績
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。上記予想に関する事項は添付資料の４ページを参照してください。なお、当社の事業計画は通期
ベースで作成しており、第２四半期連結累計期間の連結業績予想は作成しておりません。 

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 ― ― ― ― ― ― ― ― ―

通期 519 23.3 90 ― 169 ― 167 482.4 124.80
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(1）経営成績に関する分析 

 当連結会計期間は、100年に一度と言われる金融危機と大不況が世界全体を襲ったという厳しい環境でした。   

その対策として、「世界中で金利を引き下げ潤沢な資金を市場に供給し、政府は、赤字予算を組み需要を創造するこ

とで、景気を拡大する」と言うケインジアン的な経済政策をとり、何とか景気の底割れを防いだという状況であった

と思います。 

 我が国においても、パニック的な経済・金融活動の収縮という深刻な事態からは脱出しつつある、と言われる一

方、依然として厳しい雇用・所得環境のなか、個人消費は大きく落ち込んだままで推移しました。また、内外の需要

刺激策が減衰するにつれ企業の生産水準も低位に止まっており、その影響でユニット・レーバー・コスト（生産１単

位当たりの人件費）が低下、労働需給の改善も見られぬまま、厳しい状況が続いております。 

 そのような経済環境のなか当社は、当連結会計期間の第３四半期末に継続企業の前提の疑義に関する注記を外すこ

とができました。当社グループは、景気変動の影響を受けない企業グループとして、小さくとも知性を使って、その

世界ではNo.1となり光る企業グループを目指しています。 

 当連結会計期間におけるセグメント別の取り組みについてご説明します。 

 先ず、ＩＴソリューション事業を統合した建設コンサルタント事業においては、株式会社アイ・エヌ・エーが、一

昨年から始めた経費削減策の効果を見せ始め、公共投資の削減にも十分に対応できるだけの筋肉質な事業体質への転

換が達成されてきました。当社グループに参入した当時よりも売上自体は減少しておりますが、アイ・エヌ・エー役

職員の積極的な経費削減努力により好調な業績で推移しました。 

 また、新政権により新規ダム事業の凍結、中止が宣言されておりますが、同社は既存ダムの管理やメンテナンス、

レベル２以上の地震に対する耐震性の調査など、新規ダム事業関連業務とは異なる業務に活路を見出しており、ま

た、それ以外の河川の治水及び利水、海岸に関する業務も継続してプロジェクトを受注できるように努めておりま

す。その一例として、国土交通省が計画を発表した、全国主要都市の自然災害に対する安全性関連の地図づくりに同

社が貢献、少しずつではありますが、ダムや河川関連以外の事業に参画するとともに、建設コンサルタント事業にお

けるＺＯＯＭＡ利用実績も残しつつあります。 

 さらに、同社は同社の強みである水関連の分野において、韓国国内のインフラ整備の事業に進出しており、まだ売

上に占める割合は１割にも満たないものの、同国でのビジネス展開の第一歩を刻みました。 

 その結果、当連結会計期間の同社の営業活動においては、特段のマイナスの影響は見られず、今後も水関連の強み

を活かした受注活動を中心に、地球環境改善に貢献できるような事業にも携わっていきたいと考えております。 

 また、当社グループの情報システム機能を同社に集約することの試みとして開始した、ファッションブランド事業

に属する会社の基幹システムや業務系システムのサーバー管理についても、特段の問題無く運営されております。 

 次に、当連結会計年度から連結決算対象となったファッションブランド事業を行う、東京ブラウス株式会社、株式

会社松崎、濱野皮革工藝株式会社の３社ですが、当連結会計期間は、主として各社の経営課題の解決にあたってきま

した。特に、「バブル崩壊時より厳しい」と言われる不況に見舞われている百貨店を中心とした販売展開をしている

東京ブラウス株式会社、株式会社松崎については、販路建て直しを継続しており、インターネットやＴＶショッピン

グ、通信販売といった収益性の高い非店舗型販売チャネルをうまく取り入れながら、粗利率の改善にあたっておりま

す。また、現在の百貨店を中心とした全国の販売ネットワークの見直しも実行しており、特に不採算店舗からの撤退

はマストの課題として取り組んでおります。 

 しかしながら、百貨店不況の波が、当初予想していた以上に大きく、また、スピードが速く、その一方で、不採算

店舗からの撤退も意思決定から実際に取引中止できるまで、相手方との交渉に時間がかかることから、思うように進

められず、当連結会計期間における東京ブラウス、松崎両社の業績に対する大きな圧迫要素となりました。 

 なお、リ・ブランディング施策の一環として、ファッションブランド事業３社４ブランドのホームページ（ブラン

ドサイト）をリニューアルし、各社各ブランドのサイト上でグローバルに通用する、より洗練されたイメージを打ち

出しました。併せて、各ブランドの公式オンラインショップもオープンさせ、各社各ブランドとも、モール店とは異

なるラインによる営業活動を開始しました。 

  後に、株主の皆様には、長期に亘る株価低迷でご迷惑をおかけしていることから、12月に160,200株（消却前の

発行済株式総数に対する割合10.0%）の自己株式消却を実施し、さらに、10万株（発行済株式総数の6.24％）、２億

円を上限とする自己株取得枠の設定を行っております。 

  

 当連結会計年度における当社グループの業績は、グループ全体の売上高が12,965百万円（前連結会計年度比90.0%

増）、販売費及び一般管理費が5,196百万円（前連結会計年度比161.7%増）となりました。売上高、販売費及び一般

管理費が前連結会計年度と比較して大幅に増加しましたが、これは当連結会計年度よりファッションブランド４社、

東京ブラウス株式会社、株式会社松崎、株式会社松崎生産（2009年９月１日付で株式会社松崎に統合）、濱野皮革工

藝株式会社の損益計算書を取り込み始めたためであり、株式会社アイ・エヌ・エーは販売費及び一般管理費が改善し

ております。当社の一般管理費につきましては、主に同社及びファッションブランド３社のリ・ブランディングプロ

１．経営成績
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ジェクト費用35百万円の計上、グループ会社の増加と内部統制報告制度及び四半期報告制度導入に伴う報酬等の増

加、臨時株主総会にかかる費用などで26百万円の計上により増加しておりますが、他の一般管理費は改善しておりま

す。 

 損益面では、株式会社アイ・エヌ・エー、濱野皮革工藝株式会社が営業利益を計上しておりますが、のれん（営業

権）の償却額を大きく上回るまでには至らず、逆に百貨店不況の影響を強く受けた東京ブラウス株式会社と株式会社

松崎の営業損失が原因で、当社グループ全体では営業損失387百万円（前連結会計年度は327百万円）となりました。

なお、のれんの償却につきましては、販売費及び一般管理費で費用計上し、負ののれんの償却は営業外収益に計上し

ております。営業外損益につきましては、主に負ののれんの償却、余資運用による利息収入、株式会社アイ・エヌ・

エーで保有する賃貸社宅の不動産賃貸料などにより95百万円の営業外収益となり、営業外費用は、主に対外的な借入

による支払利息、為替差損などで30百万円となり、これらの結果、経常損失は321百万円（前連結会計年度は427百万

円）となりました。 

 特別利益につきましては、株式会社アイ・エヌ・エーで退職給付制度移行益241百万円及び役員退職慰労引当金戻

入額12百万円を計上し、株式会社松崎及び株式会社松崎生産の貸倒引当金戻入額53百万円の計上などにより317百万

円（前連結会計年度は118百万円）を計上しております。一方、特別損失につきましては、主に株式会社松崎、株式

会社アイ・エヌ・エー及び当社で投資有価証券評価損24百万円、株式会社松崎の本社及び物流センター移転関連費用

10百万円の計上などにより65百万円（前連結会計年度680百万円）を計上しております。  

 以上の結果、当連結会計年度の税金等調整前当期純損失は69百万円（前連結会計年度989百万円）、株式会社ア

イ・エヌ・エーの繰延税金資産314百万円を取り崩した結果、当期純損失は423百万円（前連結会計年度1,043百万

円）となりました。  

  

  〔次期の見通し〕 

 株式会社アイ・エヌ・エーにつきましては、従来から得意としている水関連分野での優位性を活かし、安定的な収

益を上げながら、一方で水関連でも環境・設備の維持管理など新しい収益機会の創出を追求していきます。公共事業

を取り巻く環境は、今後どうなっていくのか、依然として不透明な状況です。そうしたなか、韓国における事業拡

大、ＺＯＯＭＡを利用した事業実績の積み上げなど、アイ・エヌ・エーとしてのビジネスチャンスをしっかりととら

え、売上高の増加に結び付けながら、経費削減努力を引き続き維持することで、黒字の確保に努めます。 

  次に、ファッションブランド事業３社（東京ブラウス株式会社、株式会社松崎、濱野皮革工藝株式会社）に関しま

しては、消費不況、百貨店業態の衰退などのネガティブな影響が引き続き懸念され、次期連結会計年度においてもか

なりの苦戦が予想されます。しかしながら、当社グループ参入以後進めてきたリ・ブランディング・プロジェクトを

更に推し進め、商品ラインアップ、販売チャネル、コスト構造などあらゆる角度からのリストラクチャリングを実施

し、収益の確保に努めます。 

 なお、ＩＴソリューション事業につきましては、株式会社アイ・エヌ・エーにおいて事業継続しております。 

 以上の結果、現時点での次期連結会計年度末の業績見通しは、次のとおりであります。    

  当社の事業計画は通期ベースで作成しており、第２四半期連結累計期間の連結業績予想は作成しておりません。

 (注)業績見通しについては現時点で入手可能な情報に基づき作成したものであり、実際の業績は今後の経済・事業

環境の変動等のリスクや不確定要因により予想数値と異なる結果となる可能性があります。  

(2）財政状態に関する分析 

① 資産、負債及び純資産の状況  

当連結会計年度末における総資産は12,408百万円で前期末に比べ2,670百万円減少し、負債は3,719百万円で前期

末と比べ2,138百万円減少し、純資産は8,688百万円で前期末と比べ532百万円の減少となりました。 

② キャッシュ・フローの状況 

      当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、1,549百万円の支出（前年同期は

3,042百万円の支出）となり、前連結会計年度末に比べ1,549百万円減少し2,402百万円（前年同期比39.2％減）と

なりました。 

    各キャッシュ・フローの状況と要因は以下のとおりであります。 

通期業績見通し 売上高 百万円11,512

  経常利益 百万円107

  当期純利益 百万円15
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   （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

    営業活動の結果使用した資金は710百万円（前年同期は59百万円の回収）となりました。これは、主にたな卸資

産の減少（462百万円）、破産更生債権等の減少（416百万円）があったものの、退職給付引当金の減少（777百万

円）、貸倒引当金の減少（466百万円）、仕入債務の減少（369百万円）があったためであります。 

     

   （投資活動によるキャッシュ・フロー） 

    投資活動の結果使用した資金は124百万円（前年同期は1,087百万円の支出）となりました。これは、主に無形固

定資産の取得による支出（175百万円）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） 

    財務活動の結果使用した資金は715百万円（前年同期は1,869百万円の支出）となりました。これは、主に短期借

入金返済による支出（350百万円）、社債の償還による支出（224百万円）、自己株式の取得による支出（66百万

円）によるものであります。 

      (参考） キャッシュ・フロー関連指標の推移 

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 

キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

（注）１．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います。 

２．株式時価総額は期末株価終値×自己株式控除後の期末発行済株式数により算出しています。 

３．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を払っているすべての負債を対象と

しております。 

４．キャッシュ・フロー及び利払いは、連結キャッシュ・フロー計算書に計上されている営業活動による

キャッシュ・フロー及び利息の支払額を用いております。 

５．平成19年12月期及び平成21年12月期は営業キャッシュ・フローがマイナスのため、キャッシュ・フロ

ー対有利子負債及びインタレスト・カバレッジ・レシオの表示はしておりません。 

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社グループは、グループの経営理念に掲げております通り、全てのステークホルダーと良好な関係を築いていく

ことを大切なことの一つとして考えております。その中で、株主の皆様に対する利益還元は、経営の重要課題の一つ

として認識しており、より一層の業容拡大と経営基盤の安定のために必要な内部留保の充実についても勘案し、バラ

ンスのとれた経営を基本方針としてまいります。 

 内部留保資金につきましては、当社グループを取り巻く経営環境の強化や、各事業における技術開発のための開発

資金等としての有効投資などにより、業容の拡大と商品販売促進に励み、ひいては、株主価値の 大化が実現できる

ように努めてまいります。 

  平成18年12月期 平成19年12月期 平成20年12月期 平成21年12月期

自己資本比率（％）  79.7  66.7  57.4  65.4

時価ベースの自己資本比率（％）  111.7  41.3  13.2  13.3

キャッシュ・フロー対有利子負債比率（年）  10.1  ―  19.3 ― 

インタレスト・カバレッジ・レシオ（倍）  2.2  ―  3.3 ― 
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(4）事業等のリスク 

 有価証券報告書に記載した事業の状況、経理の状況等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可

能性のある事項には、以下のようなものがあります。なお、当社グループは、これらのリスク発生の可能性を認識し

た上で、発生の回避及び発生した場合の対応に 大限の努力を尽くす所存です。 

 また下記事項には、将来に関するものが含まれておりますが、当該事項は当連結会計年度末日現在において判断し

たものであり、事業等のリスクはこれらに限定されるものではありません。 

  

 ① 建設コンサルタント事業のリスクについて 

   当社グループの株式会社アイ・エヌ・エーが営む建設コンサルタント事業においては、特に、ダム、河川、海岸

など水関連の公共事業が主たるビジネスであるため、政府・国土交通省・地方自治体などの機関が公共事業の大幅

な削減や停止を決定した場合、当社グループの業績に大きな影響を受ける可能性があります。 

 ②  ファッションブランド事業のリスクについて 

   当社グループの東京ブラウス株式会社、株式会社松崎、濱野皮革工藝株式会社が営むファッションブランド事業

においては、商品企画、原材料市況、国内外の生産体制、為替市況、物流体制、販売拠点、消費者動向、天候、景

気変動などにまつわるさまざまなリスク要因が考えられ、想定する範囲での対処は予め準備をしておりますが、想

定範囲を大きく超える事象が発生した場合、当社グループの業績に大きな影響を受ける可能性があります。 

   また、上記事業会社が扱うライセンスブランドの商品につきましても、上記リスク要因に加えて、ブランドその

ものの人気・価値が大きく下落した場合、同じく当社グループの業績に影響を受ける可能性があります。 

 ③  個人情報 

    ファッションブランド事業を営む東京ブラウス株式会社、株式会社松崎、濱野皮革工藝株式会社は様々な販売チ

ャネルで事業展開していることから、多数の個人情報を保有しております。個人情報については、十分な管理体制

を敷いておりますが、万一外部に漏洩するような事態が発生した場合、顧客の信用失墜による売上の減少や顧客に

対する損害賠償による損失が発生する可能性があります。 

 ④  Ｍ＆Ａによる事業ポートフォリオの拡大に関するリスクについて 

    現在当社グループは、事業ポートフォリオの獲得による業容拡大を目的に、適切な企業との資本提携、Ｍ＆Ａ等

を検討し、進めている 中ですが、Ｍ＆Ａ市場の状況により、当社グループの望む事業が適切な価格で買収でき

ず、計画通り進まないリスクがあります。また、当社の風評リスクにより、Ｍ＆Ａによる事業拡大が、影響を受け

る可能性があります。 

 ⑤ 人材の獲得および確保について 

    当社グループにおいては、組織再編と今後の事業拡大、内部統制制度整備に伴い、質の高い人材の確保、増強等

を計画しておりますが、人材の流出や人材育成、および人材の確保増強等が十分にできなかった場合には、長期的

視点から、当社グループの事業展開、業績及び成長見通しに影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑥ 金利変動によるリスクについて 

    当社グループは、借入金がほとんどなく、また借入の必要な子会社についてもグループ内の資金融通を積極的に

進め、外部機関からの資金調達を極力少なくすることで、マーケットにおける金利変動に起因する支払利息の増加

リスクは回避可能と考えております。しかしながら、低金利の長期化は、手持ち資金の運用による利息収入が概し

て低水準にとどまること、また更なる低金利化が進んだ場合、利息収入は減少し、当社グループの業績に影響を及

ぼす可能性があります。 

  ⑦ 技術革新・新製品の開発について 

     当社グループでは、各事業会社に現有する技術によって製品やサービスを提供し業績貢献に結び付けておりま

すが、競争や変化の激しい業界内で、将来の需要を予測し、常時それに見合った技術を構築することは極めて難し

く、当社グループが常に業界及び市場において新技術による新しい製品・サービスをタイムリーに提供し続けられ

るとは限りません。予測を上回るスピードでの環境変化により、技術革新が遅れたり既存技術の陳腐化が進んだり

した場合、将来的に当社グループの業績及び成長性に大きな影響を及ぼす可能性があります。 

 ⑧ その他のリスクについて 

    上記以外でも、当社グループの業績は、急激な社会インフラや市場競争の激化、現在進めているグループ規模拡

大にともなう当社グループの財務的・経営的状況の変動、国内外の主要市場における各種規制、株式市場や債券市

場の大幅な変動などにより多様な影響を受ける可能性があります。 
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 当社グループ（当社及び当社の子会社）は、当社（株式会社トライアイズ）、子会社６社（株式会社アイ・エヌ・

エー、東京ブラウス株式会社、株式会社松崎、濱野皮革工藝株式会社、ジャパンワイヤレス株式会社等）で構成され

ております。 

 当社グループの事業内容及び当社と主要関係会社の当該事業に係る位置付けは次のとおりであります。 

  

  建設コンサルタント事業 

 主要な事業は、社会資本整備、特にダム・河川・海岸などの水関連分野における事業者である国・地方公共団体・

公団などに対する企画・調査・分析・試験・計画・施工管理等事業執行を支援することです。子会社である株式会社

アイ・エヌ・エーが本事業にあたっております。 

 なお、株式会社アイ・エヌ・エーは、高速画像配信ソフトであるＺＯＯＭＡ、情報漏洩防止ソフトであるＯｍｎｉ

Ｔｒｕｓｔの商品群を擁する ＩＴソリューション事業を取り込んでおり、また、ファッションブランド事業に属す

る子会社の基幹システムや業務系システムのサーバー管理も行っており、当該業務の業績も建設コンサルタント事業

の業績に含んでおります。 

  

  ファッションブランド事業 

 主要な事業は、婦人服・かばん・ハンドバッグ・革製品などの企画・製造卸・販売です。子会社である東京ブラウ

ス株式会社、株式会社松崎、濱野皮革工藝株式会社が行っております。 

  

当社グループの事業系統図は以下のとおりであります。 

（１）事業系統図  

        

    

  

２．企業集団の状況
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（２）関係会社の状況  

 （注）１．主要な事業の内容欄には、事業の種類別セグメントの名称を記載しております。 

       ２．議決権の所有割合の（ ）内は、間接所有割合で内数であります。 

３．濱野皮革工藝㈱は、平成21年6月1日付で㈱HAMANO1880から社名変更しております。 

４．売上高（連結会社相互間の内部売上高を除く。）の連結売上高に占める割合が10％を超えている会社の主要

な損益情報等は次のとおりであります。 

５．現在は事業活動を休止しております。 

名称 住所 
資本金 

(百万円)
主要な事業の内容 

議決権の所有
割合又は被所
有割合(％) 

関係内容 

（連結子会社）           

㈱アイ・エヌ・エー （注）４ 東京都北区  222 建設コンサルタント  76.14
役員の兼任あり。

資金援助あり。 

東京ブラウス㈱   （注）４ 東京都中央区  100 ファッションブランド  80.00
役員の兼任あり。

資金援助あり。 

㈱松崎       （注）４ 東京都台東区  99 ファッションブランド  100.00
役員の兼任あり。

資金援助あり。 

濱野皮革工藝㈱ （注）３．４ 東京都港区   15 ファッションブランド  100.00 役員の兼任あり。

東京華麗絲有限公司  台湾台北市  
百万 

台湾ドル

5
ファッションブランド 

 

 

100.00

(100.00)
－  

ジャパンワイヤレス㈱  東京都千代田区  270 ―（注）５  59.26 役員の兼任あり。

名称 
売上高 

（百万円）

経常利益 

（百万円）

当期純利益

（百万円）

純資産額 

（百万円）

総資産額 

（百万円） 

㈱アイ・エヌ・エー  4,790 188 106 1,788  4,032

東京ブラウス㈱ 3,042 △247  △274 210  1,483

㈱松崎  3,225 △260 △256 277  1,217

濱野皮革工藝㈱   1,868 144 90 377  592
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(1）会社の経営の基本方針    

当社グループは、次に揚げることを経営理念として、顧客、社会から信頼され、かつ競争に打ち勝つ強さを持った

企業となるべく技術力の強化、新規商品の開発に取組んでおります。今後も強固な企業基盤の充実を図り企業価値を

高めていくことが使命であると考えております。    

① 顧客本位の技術革新と創造力を重視する企業グループとなる。  

② 社会・環境に対し責任ある行動を取りながら、経済的な成功を収める企業グループとなる。     

③ 従業員に安全で快適な労働環境・成長と学習の機会を提供できる企業グループとなる。    

④ 全てのステークホルダー、株主・顧客・従業員・取引先・地域社会等と良好な関係を築く責任を全うする企業 

 グループとなる。  

   

(2）目標とする経営指標  

 当社は、株主をはじめとする当社を取り巻くステークホルダーの皆様にとって、株主価値の向上が有意義であると

考えておりますので、業績の回復及び企業体質の強化が急務であると認識しております。そのため、ボトムライン指

向の経営に努め、重要な経営指標としては、従業員１人当たり当期利益の拡大と営業キャッシュフローの月次黒字化

を目標にしております。    

(3）中長期的な会社の経営戦略   

 当社グループは、景気変動の影響を受けない企業グループとして、小さくとも知性を使って、その世界ではNo.１

となり光る企業グループを目指すという目標に取り組んでまいりました。  

 その結果として、現在の中核事業は、建設コンサルタント事業とファッションブランド事業との２事業になってお

ります。 

 建設コンサルタント事業を営む株式会社アイ・エヌ・エーですが、同社は建設コンサルタント業界にあって、ダ

ム・河川・海岸などの水関連事業で競争力を保持しております。これまでの実績に裏付けられた技術によって、今後

も同分野において主導的立場に立ち続け、当社グループの収益に貢献していくことが期待できます。同社の得意とす

るフィールドは、日本国内に留まらず、韓国においてもその技術が認められ、海外への進出の第一歩を踏み出しまし

た。また、株式会社トライアイズ・ソリューションから事業譲渡を受けたＩＴソリューション事業のＺＯＯＭＡ、 

ＯｍｎｉＴｒｕｓｔが営業上の新しい切り口となり、それによってビジネスチャンスの拡大に繋がることが期待でき

ます。 

 もう一つの中核事業となるファッションブランド事業においては、東京ブラウス株式会社、株式会社松崎、濱野皮

革工藝株式会社の３社を中心に、それら老舗ブランドの看板を活かした既存の営業形態を維持しながら、リ・ブラン

ディングの考え方を適用し、販売ターゲットの絞り込み、商品ラインアップの見直し、販売チャネルの多角化を実行

しております。一方で経費構造の見直しから、より一層のコストのスリム化を推進し、収益性の高い事業に仕立てて

いきたいと考えております。併せて、販売チャネル多角化の一環で、各社ＥＣサイトの本格稼働を開始しており、バ

ックヤードとしてのＩＴ周りは株式会社アイ・エヌ・エーが担当しております。 

 以上の通り、当社グループは、建設コンサルタント事業とファッションブランド事業との２つの事業ポートフォリ

オを柱として、より安定的な収益基盤を確保しながら、今後もグループの更なる収益力強化が期待できる事業に積極

的に参入し、景気変動に左右されない企業グループの体現に向けて努力してまいります。 

  

(4）会社の対処すべき課題   

 当社グループは、景気変動の影響を受けない企業グループとして、小さくとも知性を使って、その世界ではNo.1と

なって光る企業グループを目指しております。そして当社グループの経営理念・企業理念を全うすることで社会貢献

のできる企業グループになり、厳しい経営環境下にあっても着実に業績を伸ばし企業価値を向上させたいと考えてお

ります。そのためには以下の課題に対処していく所存です。 

  

  ① 建設コンサルタント事業の再構築 

  当該事業ポートフォリオは株式会社アイ・エヌ・エーが行っておりますが、ここ数年は公共投資が縮小傾向に推

移しており、受注が減少しても生き残れる筋肉質な企業体質を作ることを目的として、当連結会計年度中も、引き

続き厳しい経費削減を進めております。また今後の当該事業の方向性はどうすべきなのか、旧態依然とした市場は

大きく変わろうとしていることから、ＩＴソリューション事業も取り込みながら当社の優位性が高い市場である水

関連事業にさらに注力してまいります。また、事業展開の一つの試みとして、日本で培われた技術、ノウハウを活

用し、韓国の水関連事業に進出しています。将来的に有望な海外市場があれば、海外進出も視野に入れ、事業拡大

に努めます。 

３．経営方針
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  ② ファッションブランド事業の再構築 

  当該事業ポートフォリオに属するのは、主に東京ブラウス株式会社、株式会社松崎、濱野皮革工藝株式会社の3

社ですが、それぞれ歴史がある企業で業界では確固たる地位を形成しております。しかしながら、既に市場ニー

ズ、市場環境が激しく変化しており、それに対応した組織づくり、ビジネスモデル形成を遂行することが急務であ

ると認識しております。 

  特に百貨店取引が主体であった東京ブラウス株式会社、株式会社松崎の業績が大打撃を受けている通り、全国の

百貨店平場をカバーする総合卸売モデルから、いかに迅速に脱却できるかが喫緊の課題になっています。従って各

社のリ・ブランディング、販売チャネルの多角化、そして当社グループの優位性があるＥコマースへのシフトを加

速させます。インターネット人口は9,000万人を超えており、今国内で 大規模のＥコマース市場と言われる楽天

では5,000万人程度のユーザー数であるという統計があります。当社グループは歴史ある製品をグループに取り込

んだという利点は大きく、そのアドバンテージを十分に活かしていきたいと考えております。将来的には当該事業

の売上は、既存販売チャネル経由を部分的に維持しながらも、Ｅコマース経由の売上が大きなウェイトを占めてく

るものと考えております。 

  

  ③ 新規事業ポートフォリオの取得 

  当社の事業は、純粋持株会社として事業ポートフォリオとしての子会社群を経営・統括することです。既存２事

業ポートフォリオの業績を向上させるのは勿論ですが、景気変動の影響を受けない企業グループになるには更に

２-３事業ポートフォリオを取得する必要があると思います。従って既存事業の再構築と同時に新規事業ポートフ

ォリオの取得が重要な戦略となります。事業実態があり、レバレッジが高くなく、既存事業とは異業種の事業を中

心に探してまいります。 

  

  ④ 管理体制・内部統制の強化 

  上場会社に対する内部統制の規制は厳しくなっていることから、それに向けた体制作りを行っております。当社

グループの子会社群は非上場会社であることから上場会社としての規制に対応が完全でない部分も残されており、

早急に対処すべきと課題です。先ずは管理資料の標準化を進め、内部統制の行き届く体制づくりを念頭に置き、グ

ループ会社の組織再編を行っております。 

  

  ⑤ 人材の育成及び確保 

  当社グループは、今後積極的な事業展開を図っていく中で、営業、企画、技術など直接的に商品を取り扱う部門

においても、またそれを後方から支援する管理部門においても、当社グループの事業を推進していく上で必要な専

門知識と豊富な経験を持った優秀な人材の確保、人材の継続的な教育・育成と適材適所の配置が、今後の当社グル

ープ発展の礎となると認識しております。 

  既に、実力本位、実績主義の人事処遇制度を導入しており、優秀な人材を確保する手段は講じておりますが、こ

れ以外にも人材レベルを維持するためにも、また将来予想される事業拡大に対応するためにも、継続的な人員補強

に取り組んでまいります。 

  

  ⑥ 利益体質の定着化 

  当社グループは、上記①から⑤の課題を克服し、効果的な経営施策を継続することによって、グループ全体の収

益性を高め、安定的な黒字化を実現することを目指します。利益体質の定着を達成できない限りは、企業グループ

としての存在意義の説得性がないものと再認識し、今後の事業活動にあたる所存です。 
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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12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,802,310 1,699,016

受取手形及び売掛金 1,530,038 1,574,297

有価証券 1,249,589 803,315

たな卸資産 2,951,327 －

商品及び製品 － 1,170,791

仕掛品 － 1,255,647

原材料及び貯蔵品 － 62,857

繰延税金資産 96,650 78,959

その他 439,935 213,857

貸倒引当金 △61,521 △51,966

流動資産合計 9,008,330 6,806,775

固定資産   

有形固定資産   

建物及び構築物 446,867 938,267

減価償却累計額 ※1  △141,918 ※1  △632,463

建物及び構築物（純額） 304,949 305,803

土地 935,717 935,717

リース資産 － 32,255

減価償却累計額 － △7,533

リース資産（純額） 38,863 24,722

その他 91,617 170,398

減価償却累計額 ※1  △31,320 ※1  △95,916

その他（純額） 60,297 74,482

有形固定資産合計 1,339,828 1,340,725

無形固定資産   

のれん 1,642,909 1,454,383

ソフトウエア － 166,361

その他 28,586 22,171

無形固定資産合計 1,671,496 1,642,916

投資その他の資産   

投資有価証券 2,063,709 2,031,517

破産更生債権等 450,017 －

繰延税金資産 483,633 183,898

その他 881,766 452,818

貸倒引当金 △820,352 △50,646

投資その他の資産合計 3,058,774 2,617,586

固定資産合計 6,070,099 5,601,228

資産合計 15,078,429 12,408,004

㈱トライアイズ（4840）　平成21年12月期　決算短信

－11－



（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,149,519 780,160

短期借入金 822,300 451,950

1年内償還予定の社債 224,000 100,000

未払法人税等 75,671 87,064

賞与引当金 65,239 123,564

受注損失引当金 115,777 36,459

返品調整引当金 129,448 93,047

前受金 729,205 781,378

その他 774,329 479,788

流動負債合計 4,085,493 2,933,413

固定負債   

社債 100,000 －

長期リース債務 35,662 21,172

役員退職慰労引当金 12,000 －

退職給付引当金 1,020,674 243,582

負ののれん 522,415 468,817

その他 81,815 52,721

固定負債合計 1,772,568 786,293

負債合計 5,858,061 3,719,706

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000,000 5,000,000

資本剰余金 5,134,721 4,710,945

利益剰余金 △848,839 △1,272,586

自己株式 △625,480 △267,895

株主資本合計 8,660,401 8,170,463

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 1,033 △1,337

為替換算調整勘定 － △474

評価・換算差額等合計 1,033 △1,811

少数株主持分 558,932 519,645

純資産合計 9,220,368 8,688,297

負債純資産合計 15,078,429 12,408,004
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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20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

売上高 6,824,484 12,965,649

売上原価 5,166,230 8,156,407

売上総利益 1,658,253 4,809,241

販売費及び一般管理費 ※1, ※2  1,985,947 ※1  5,196,880

営業損失（△） △327,693 △387,638

営業外収益   

受取利息 81,886 8,473

受取配当金 713 628

不動産賃貸料 － 19,104

保険解約返戻金 36,071 －

負ののれん償却額 － 52,090

その他 50,843 15,613

営業外収益合計 169,515 95,910

営業外費用   

支払利息 22,653 11,622

有価証券売却損 43,099 －

為替差損 153,466 7,097

保険解約損 － 4,017

その他 50,407 7,365

営業外費用合計 269,626 30,103

経常損失（△） △427,804 △321,832

特別利益   

関係会社株式売却益 5,118 －

前期損益修正益 ※3  48,000 ※3  7,179

貸倒引当金戻入額 11,650 53,632

役員退職慰労引当金戻入額 17,900 12,000

退職給付制度移行益 － 241,910

損害賠償損失引当金戻入額 30,940 －

その他 4,980 3,033

特別利益合計 118,589 317,756

特別損失   

固定資産除却損 ※4  12,859 ※4  9,526

関係会社株式売却損 48,627 －

投資有価証券評価損 512,289 24,007

構造改革費用 61,163 －

移転関連費用 － 10,213

特別退職金 － 9,486

その他 45,524 12,340

特別損失合計 680,464 65,573

税金等調整前当期純損失（△） △989,680 △69,649

法人税、住民税及び事業税 9,383 77,144

法人税等調整額 37,146 314,885

法人税等合計 46,530 392,029

少数株主利益又は少数株主損失（△） 7,549 △37,932

当期純損失（△） △1,043,760 △423,746
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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20年１月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,000,000 5,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,000,000 5,000,000

資本剰余金   

前期末残高 5,745,010 5,134,721

当期変動額   

自己株式の処分 △610,288 △423,775

当期変動額合計 △610,288 △423,775

当期末残高 5,134,721 4,710,945

利益剰余金   

前期末残高 194,920 △848,839

当期変動額   

当期純損失（△） △1,043,760 △423,746

当期変動額合計 △1,043,760 △423,746

当期末残高 △848,839 △1,272,586

自己株式   

前期末残高 △101,349 △625,480

当期変動額   

自己株式の取得 △1,148,472 △66,255

自己株式の処分 624,342 423,840

当期変動額合計 △524,130 357,584

当期末残高 △625,480 △267,895

株主資本合計   

前期末残高 10,838,581 8,660,401

当期変動額   

当期純損失（△） △1,043,760 △423,746

自己株式の取得 △1,148,472 △66,255

自己株式の処分 14,053 64

当期変動額合計 △2,178,179 △489,938

当期末残高 8,660,401 8,170,463
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12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 67 1,033

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 966 △2,371

当期変動額合計 966 △2,371

当期末残高 1,033 △1,337

為替換算調整勘定   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － △474

当期変動額合計 － △474

当期末残高 － △474

評価・換算差額等合計   

前期末残高 67 1,033

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 966 △2,845

当期変動額合計 966 △2,845

当期末残高 1,033 △1,811

少数株主持分   

前期末残高 458,069 558,932

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 100,862 △39,286

当期変動額合計 100,862 △39,286

当期末残高 558,932 519,645

純資産合計   

前期末残高 11,296,718 9,220,368

当期変動額   

当期純損失（△） △1,043,760 △423,746

自己株式の取得 △1,148,472 △66,255

自己株式の処分 14,053 64

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 101,829 △42,132

当期変動額合計 △2,076,349 △532,070

当期末残高 9,220,368 8,688,297
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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20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１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   

税金等調整前当期純損失（△） △989,680 △69,649

減価償却費 33,688 124,969

のれん償却額 107,911 121,497

固定資産除却損 12,859 9,526

固定資産売却損益（△は益） － 1,260

貸倒引当金の増減額（△は減少） △507,188 △466,554

退職給付引当金の増減額（△は減少） 202,923 △777,092

賞与引当金の増減額（△は減少） △4,958 58,324

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △37,900 △12,000

受注損失引当金の増減額（△は減少） 29,257 △79,317

損害賠償損失引当金の減少額 △30,940 －

返品調整引当金の増減額（△は減少） － △36,401

受取利息及び受取配当金 △82,600 △9,101

投資有価証券売却損益（△は益） △2,102 873

投資有価証券評価損益（△は益） 512,289 24,007

支払利息 22,653 11,622

為替差損益（△は益） 145,319 △1,718

関係会社株式売却益 △5,118 －

関係会社株式売却損 48,627 －

有価証券運用損益（△は益） 43,099 －

売上債権の増減額（△は増加） △52,820 △44,258

破産更生債権等の増減額（△は増加） 254,712 416,586

たな卸資産の増減額（△は増加） 516,269 462,031

未収入金の増減額（△は増加） 231,437 10,311

仕入債務の増減額（△は減少） 42,144 △369,359

未払金の増減額（△は減少） 10,585 △211,937

その他 △574,938 159,282

小計 △74,468 △677,099

利息及び配当金の受取額 139,121 9,260

利息の支払額 △18,105 △10,100

法人税等の還付額 66,826 32,066

法人税等の支払額 △53,837 △64,779

営業活動によるキャッシュ・フロー 59,536 △710,654
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１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   

投資有価証券の取得による支出 － △592

投資有価証券の売却による収入 12,822 12,777

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得によ
る支出

△1,055,299 －

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の取得によ
る収入

74,157 －

連結の範囲の変更を伴う関係会社株式の売却によ
る支出

△85,710 －

有価証券の運用による収支 △43,099 －

定期預金の預入による支出 △100,000 －

定期預金の払戻による収入 100,000 －

関係会社株式の売却による収入 10,002 －

関係会社株式の清算による収入 58,314 －

有形固定資産の取得による支出 △179,987 △86,871

無形固定資産の取得による支出 － △175,382

貸付けによる支出 △4,360 △31,607

貸付金の回収による収入 11,205 41,030

その他 114,361 115,776

投資活動によるキャッシュ・フロー △1,087,594 △124,869

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △200,000 △350,000

長期借入金の返済による支出 △285,002 △20,350

社債の償還による支出 △248,000 △224,000

自己株式の処分による収入 14,053 64

自己株式の取得による支出 △1,148,472 △66,255

少数株主への配当金の支払額 △1,966 △786

その他 － △54,435

財務活動によるキャッシュ・フロー △1,869,387 △715,763

現金及び現金同等物に係る換算差額 △145,319 1,718

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △3,042,764 △1,549,568

現金及び現金同等物の期首残高 6,994,664 3,951,899

現金及び現金同等物の期末残高 3,951,899 2,402,331

㈱トライアイズ（4840）　平成21年12月期　決算短信

－17－



  

継続企業の前提に関する注記

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

至 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、640,402千

円の営業損失を計上し、又、当連結会計年度においても

327,693千円の営業損失を計上しております。当該状況に

より、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しており

ます。 

  当社グループは当該状況を解消すべく、以下の諸策を施

し、取り組んでおります。 

 １．当社は純粋持株会社という組織形態をとっており、

事業ポートフォリオとしての子会社を取り込むこと、

或いは不採算事業ポートフォリオを売却すること、事

業ポートフォリオの業績を改善することで業績を改善

するように努めます。 

――――― 

 ２．当社グループの建設コンサルタント事業において

は、当社の主要顧客である国土交通省並びに地方自治

体からの受注は減少傾向にありますが、当該事業は水

関連に特化していることから競合他社に対し圧倒的に

優位であると判断しております。従いまして引き続き

強みを活かした受注活動を行うと同時に、受注が減少

しても事業継続できる企業体質を再構築すべく経費削

減・経営戦略の策定を進めております。既に経費削減

については一定の効果が表れており、より一層の見直

しを進めてまいります。 

 ３．当社グループの新規事業ポートフォリオであるファ

ッションブランド事業においては、世界的な不況感が

強まり、全国百貨店売上高も軒並み減少している中、

営業環境は非常に厳しさを増すものと思われます。し

かしながら、各グループ会社の、老舗として確立した

ネームバリューを利用しながらリ・ブランディングの

手法により販売ターゲットの選定、商品ラインアップ

の見直し、販売チャネルの多角化などの諸策を施し、

更に経費削減についても徹底的な見直しをすることに

よって、業績の維持・向上に努めます。 

 ４．不採算の事業ポートフォリオは売却することで業績

改善の努力をしております。当連結会計年度内にも子

会社株式会社ベストシステムズの売却、株式会社トラ

イアイズソリューションの事業譲渡及び解散を実行し

ました。これらは継続的に赤字が続いていた事業であ

り、これによりグループ業績に対するマイナス要因を

払拭できたものと考えております。 

 ５．新規事業ポートフォリオの取り込みに関しては、売

上高・純利益という企業実態のある会社で営業権の償

却が利益を超えないことを条件に検討を行っておりま

す。当社の良好な財務内容に負担となる有利子負債が

大きな事業も回避しております。景気変動の影響を受

けない企業グループになるべく業種に制約を設けず検

討しております。 

 以上の方策を確実に実施していくことにより、継続企業

の前提に関する重要な疑義を解消できると判断しておりま

す。 

 連結財務諸表は継続企業を前提として作成されており、

このような重要な疑義の影響を連結財務諸表には反映して

おりません。 
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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

項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 
  至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日) 

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数 ９社 

 主要な連結子会社の名称  

   ㈱アイ・エヌ・エー 

 東京ブラウス㈱ 

 ㈱松崎 

 松崎生産㈱ 

 ㈱ＨＡＭＡＮＯ１８８０ 

 ジャパンワイヤレス㈱  

   ㈱ベストシステムズにつきましては、

当社が保有する株式をすべて譲渡したこ

とに伴い、連結の範囲から除外しており

ます。 

   東京ブラウス㈱及びその子会社である

東京華麗絲有限公司、㈱松崎、松崎生産

㈱、㈱ＨＡＭＡＮＯ１８８０について

は、株式を取得したことにより、当連結

会計年度より連結の範囲に含めておりま

す。 

(1) 連結子会社の数 ６社 

 主要な連結子会社の名称  

   ㈱アイ・エヌ・エー 

 東京ブラウス㈱ 

 ㈱松崎 

 濱野皮革工藝㈱ 

  ジャパンワイヤレス㈱  

   濱野皮革工藝㈱につきましては、当連

結会計年度において商号変更を行ってお

ります。（旧商号：㈱ＨＡＭＡＮＯ１８

８０） 

   ㈱トライアイズソリューション及びＤ

Ｔコミュニケーションズ㈱は、当連結会

計年度において清算したため連結の範囲

から除外しております。 

   また、松崎生産㈱は平成21年９月１日

に㈱松崎を存続会社とする吸収合併によ

り解散しております。 

 ２．持分法の適用に関する事

     項 

 (1) 前連結会計年度において関連会社であ

りました㈱ＨＰＣソリューションズは、

当連結会計年度において当該全株式を売

却したことにより、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 

 連結子会社のうち、ジャパンワイヤレス

㈱の決算日は１月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。 

 東京ブラウス㈱、㈱松崎、松崎生産㈱、

㈱ＨＡＭＡＮＯ１８８０、東京華麗絲有限

公司の決算日は11月30日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、12月１日から連結決算日12月31日

までの期間に発生し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。

  連結子会社のうち、ジャパンワイヤレス

㈱の決算日は１月31日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、連結

決算日現在で実施した仮決算に基づく財務

諸表を使用しております。 

  ㈱アイ・エヌ・エー、東京ブラウス㈱、

㈱松崎、濱野皮革工藝㈱の決算日は11月30

日、東京華麗絲有限公司の決算日は10月31

日であります。 

 連結財務諸表の作成に当たっては、同決

算日現在の財務諸表を使用しております。

ただし、これらの連結子会社の決算日の翌

日から連結決算日12月31日までの期間に発

生し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。 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 
  至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日) 

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 

  (イ) 売買目的有価証券 

    時価法（売却原価は移動平均法に

より算出）を採用しております。 

 ① 有価証券 

  (イ)     ――――― 

    (ロ) 満期保有目的の債券 

    償却原価法（定額法）を採用して

おります。 

  

  (ロ) 満期保有目的の債券 

        同左 

  

   (ハ) 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）を採用しております。 

 (ハ) その他有価証券  

    時価のあるもの 

              同左 

      時価のないもの 

    移動平均法に基づく原価法を採用

しております。 

     時価のないもの 

               同左  

   ② たな卸資産  ② たな卸資産 

   （1）㈱アイ・エヌ・エー 

   個別法による原価法を採用しており

ます。 

  

  

  

 （2）㈱アイ・エヌ・エー以外の連結子会

社 

   通常の販売目的で保有するたな卸資

産 

 主として総平均法による原価法（貸

借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切り下げの方法により算定）を採

用しております。 

  

（追加情報）  

 当連結会計年度において新たに連結

の範囲に含めた連結子会社の一部（東

京ブラウス㈱、㈱ＨＡＭＡＮＯ１８８

０）は、事業年度の開始が平成20年４

月１日であるため、「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。 

 （1）㈱アイ・エヌ・エー 

   個別法による原価法（貸借対照表価

額は収益性の低下に基づく簿価切り下

げの方法により算定）を採用しており

ます。 

   （2）㈱アイ・エヌ・エー以外の連結子会

社 

   通常の販売目的で保有するたな卸資

産 

      同左 

         ――――― 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 
  至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日) 

(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（リース資産を除く） 

   定率法（ただし、平成10年４月１以

降に取得した建物（付属設備を除く）

については定額法）によっておりま

す。 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物及び構築物   ５～50年 

 機械装置及び運搬具  ２～11年 

 その他       ２～15年 

 ① 有形固定資産（リース資産を除く） 

        同左 

  

  

 

 なお、主な耐用年数は以下のとおり

であります。 

 建物及び構築物   ５～50年 

 その他       ２～15年 

   (追加情報） 

 当連結会計年度より、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。 

 なお、これによる損益に与える影響

は軽微であります。 

              ――――― 

  

   ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

   定額法によっております。 

 なお、自社利用のソフトウェアにつ

いては、社内における見込利用可能期

間（５年）に基づいており、市場販売

目的のソフトウェアについては、見込

有効期間（３年）における見込販売数

量に基づく償却額と販売可能な残存有

効期間に基づく均等配分額を比較し、

いずれか大きい金額を償却する方法に

よっております。 

 ② 無形固定資産（リース資産を除く） 

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

額を零とする定額法を採用しておりま

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 

 リース期間を耐用年数とし、残存価

額を零とする定額法を採用しておりま

す。 

   なお、リース取引開始日が平成20年

３月31日以前のものについては、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。  

  （追加情報）  

 当連結会計年度において新たに連結の

範囲に含めた連結子会社の一部（㈱東京

ブラウス、㈱ＨＡＭＡＮＯ１８８０）

は、事業年度の開始が平成20年４月１日

であるため「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。 

       ――――― 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 
  至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日) 

(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

いては個別に回収の可能性を検討し、

回収不能見込額を計上しております。 

 ① 貸倒引当金 

同左 

   ② 賞与引当金 

    従業員の賞与の支給に充てるため、

支給見込額のうち、当連結会計年度負

担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

の見込額（簡便法）に基づき、当連結

会計年度末において発生していると認

められる額を計上しております。 

 ③ 退職給付引当金 

同左 

   ④ 役員退職慰労引当金 

   連結子会社の㈱アイ・エヌ・エーに

おいては、慰労金の支給に備えるた

め、将来の支給見込額を計上しており

ます。 

 ④      ――――― 

  

   ⑤ 受注損失引当金 

   連結子会社の㈱アイ・エヌ・エーに

おいては、受注案件のうち、期末時点

で将来に損失が発生する可能性が高い

と見込まれ、かつ当該損失額を合理的

に見積ることが可能なものについて

は、受注損失に備えるため、将来の損

失見積額を計上計上しております。  

 ⑤ 受注損失引当金 

同左 

   ⑥ 返品調整引当金 

   一部の連結子会社は、売上に係る返

品による損失に備え、一定期間の返品

実績率に基づく損失見込相当額を計上

しております。 

 ⑥ 返品調整引当金 

同左 

(4）重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への

換算の基準 

 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、在外子会社等の資産及び負債は、連

結決算日の直物為替相場により円貨に換

算し、換算差額は純資産の部における為

替換算調整勘定及び少数株主持分に含め

て計上しております。 

         同左 

  

(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。また、当連結会計年度におい

て新たに連結の範囲に含めた連結子会社

の一部についても、リース取引開始日が

平成20年３月31日以前のものについて

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）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 

 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。 

 なお、控除対象外消費税等は、全額費用

処理しております。 

  消費税等の会計処理 

同左 
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項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 
  至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日) 

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、全面時価評価法を採用しております。
同左 

６．のれん及び負ののれんの

償却に関する事項 

 のれん及び負ののれんの償却について

は、10年で均等償却しております。 

         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 

  手許現金、要求払預金及び取得日から３

ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高

い、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短

期投資からなっております。  

同左 

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20年１月１日 

  至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日) 

――――――― 

（たな卸資産の評価に関する会計基準） 

 当連結会計年度より「棚卸資産の評価に関する会計基

準」（企業会計基準第９号 平成18年７月５日公表分）

を適用しています。また、当該変更に伴う資産及び損益

に与える影響はありません。 

  

（リース取引に関する会計基準） 

 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

いましたが、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

会計士協会企業制度委員会）、平成19年３月30日改

正））を適用し、通常の売買取引に係る方法に準じた会

計処理によっています。 

 なお、リース取引開始日が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を適用し

ています。 

 これによる営業損失、経常損失及び税金等調整前当期

純損失への影響はありません。 

  

（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） 

 当連結会計年度より「連結財務諸表作成における在外

子会社の会計処理に関する当面の取扱い（実務対応報告

第18号 平成18年５月17日）を適用し、連結決算上必要

な修正を行っております。 

 この変更による営業損失、経常損失及び税金等調整前

当期純損失への影響はありません。   
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表示方法の変更

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日) 

（連結貸借対照表）  

――――――― 

（連結貸借対照表）  

 1. 財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則

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、当連結会計年度より「商品及び製品」、「仕掛

品」及び「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1,211,251千円、1,669,096千円、70,978

千円であります。 

 ２.「ソフトウェア」は、前連結会計年度まで無形固定 

  資産の「その他」に含めて表示しておりましたが、当 

  連結会計年度より重要性が増したため区分掲記してお 

  ります。なお、前連結会計年度における「ソフトウェ 

  ア」の金額は3,035千円であります。 

 ３. 前連結会計年度まで区分掲記しておりました「破産

  更生債権等」は、当連結会計年度において重要性がな 

  くなったため、投資その他の資産の「その他」に含め 

  て表示しております。なお、当連結会計年度の「破産 

  更生債権等」の金額は33,431千円であります。 

  

（連結損益計算書）  

 「為替差損」は、前連結会計年度において営業外費用

の「その他」に含めて表示しておりましたが、営業外費

用の総額の100分の10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前連結会計年度における「為替差損」の金額は

132千円であります。 

  

（連結損益計算書）  

   「不動産賃貸料」は、前連結会計年度まで営業外 

  収入の「その他」に含めて表示しておりましたが、当 

  連結会計年度において重要性が増したため区分掲記し 

  ております。なお、前連結会計年度における「不動産 

  賃貸料」の金額は13,144千円であります。 
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注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年12月31日） 

※１ 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれて

おります。 

※１ 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれて

おります。 

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 
至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日) 

※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。 

※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。 

給料手当   千円616,813

不動産賃借料  168,863

支払手数料        131,162

のれんの償却額   107,911

退職給付費用  94,779

賞与引当金繰入額  24,414

給料手当   千円1,999,938

不動産賃借料  369,893

荷造費     463,265

退職給付費用    77,003

賞与引当金繰入額  37,547

※２ 一般管理費に含まれる研究開発費 68,747  千円 ※２        ―――――  

※３ 前期損益修正益は、ＩＳＰ事業の撤退に係る損害賠

償金の支払いの必要がなくなったため、戻入したもの

であります。       

※３        ―――――     

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 千円8,265

その他 千円4,594

計 千円12,859

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

建物及び構築物 千円8,791

その他 千円734

計 千円9,526
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前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の増加416,554.50株は、自己株式の取得による増加415,910株、単元未満株式の買取りに

よる増加644.50株によるものであります。 

２．普通株式の自己株式の減少210,066.41株は、自己株式の消却による減少200,000.41株、単元未満株式の売渡請

求による減少66株、自己株式の売却による減少10,000株によるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の増加43,658株は、自己株式の取得による増加43,180株、単元未満株式の買取りによる増

加478株によるものであります。 

２．普通株式の自己株式の減少160,242株は、自己株式の消却による減少160,200株、単元未満株式の売渡請求によ

る減少42株によるものであります。 

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 該当事項はありません。 

３．配当に関する事項 

該当事項はありません。 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  1,801,685.41  ― 200,000.41 1,601,685.00 

合計  1,801,685.41  ― 200,000.41 1,601,685.00 

自己株式         

普通株式（注）１、２  11,370.91 416,554.50 210,066.41 217,859.00 

合計  11,370.91 416,554.50 210,066.41 217,859.00 

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式         

普通株式  1,601,685.00     －  160,200    1,441,485.00

合計  1,601,685.00     －  160,200    1,441,485.00

自己株式         

普通株式（注）１、２  217,859.00  43,658.00    160,242    101,275.00

合計  217,859.00  43,658.00    160,242  101,275.00
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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20年１月１日 

  至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12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12月31日現在）

現金及び預金勘定 2,802,310千円 

有価証券(MMF・CP) 1,249,589千円 

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △100,000千円 

現金及び現金同等物 3,951,899千円 

※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12月31日現在）

現金及び預金勘定 1,699,016千円 

有価証券(MMF・CP) 803,315千円 

預入期間が3ヶ月を超える定期預金 △100,000千円 

現金及び現金同等物 2,402,331千円 

 ※２ 株式の取得により新たに東京ブラウス㈱とその子会

社東京華麗絲有限公司、㈱松崎、㈱ＨＡＭＡＮＯ

1880、松崎生産㈱を連結したことに伴う連結開始時の

資産及び負債の内訳並びに株式の取得価額と取得のた

めの支出との関係は、次のとおりであります。 

（東京ブラウス㈱及びその子会社東京華麗絲有限公司）

流動資産 1,445,617千円 

固定資産 214,850千円 

流動負債 △926,712千円 

固定負債 △248,710千円 

負ののれん  △324,065千円 

少数株主持分 △94,955千円 

新規連結子会社株式の取得価額 66,025千円  

新規連結子会社の現金及び現金 

同等物の残高  

△117,115

    

千円 

連結範囲の変更を伴う子会社株 

式の取得による収入 

51,089千円  

 ※２  

         ――――― 

（㈱松崎）  

流動資産 1,287,596千円 

固定資産 91,496千円 

流動負債 △617,651千円 

固定負債 △351,079千円 

負ののれん  △79,151千円 

新規連結子会社株式の取得価額 331,209千円  

新規連結子会社の現金及び現金 

同等物の残高  

△122,346千円 

連結範囲の変更を伴う子会社株 

式の取得による支出 

△208,862千円  

（㈱ＨＡＭＡＮＯ1880）  

流動資産 554,056千円 

固定資産 67,124千円 

のれん 656,771千円 

流動負債 △305,275千円 

固定負債 △20,407千円 

新規連結子会社株式の取得価額 952,269千円  

新規連結子会社の現金及び現金 

同等物の残高  

△105,832千円 

連結範囲の変更を伴う子会社株 

式の取得による支出 

△846,436千円  
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前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日) 

（松崎生産㈱） 

流動資産 130,274千円 

固定資産 225千円 

流動負債 △18,434千円 

負ののれん △112,065千円 

新規連結子会社株式の取得価額 0千円  

新規連結子会社の現金及び現金 

同等物の残高  

△23,067千円 

連結範囲の変更を伴う子会社株 

式の取得による収入 

23,067千円  

※３ 当連結会計年度に株式の売却により連結子会社でな

くなった会社の資産及び負債の主な内訳 

 株式の売却により㈱ベストシステムズが連結子会社で

なくなったことに伴う売却時の資産及び負債の内訳並び

に㈱ベストシステムズの売却価額と売却による収入は次

のとおりであります。 

  

流動資産 
369,397

千円 

固定資産 54,810千円  

流動負債 △291,237千円 

固定負債 △34,274千円  

その他有価証券評価差額金 △67千円  

株式売却損 △48,627千円  

株式の売却価額 50,001千円  

㈱ベストシステムズ現金及び現

金同等物 
△135,712千円  

売却による支出 △85,710千円  
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

 ファイナンス・リース取引 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引 

  (1) リース資産の内容 

  ①有形固定資産 

   主として、ファッションブランド事業における機械

装置であります。 

    ②無形固定資産 

   主として、ファッションブランド事業におけるソフ

トウェアであります。 

 (2) リース資産の減価償却の方法 

 連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項」（2）重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。 

 ファイナンス・リース取引 

  所有権移転外ファイナンス・リース取引 

  (1) リース資産の内容 

  ①有形固定資産 

   主として、ファッションブランド事業における機械

装置であります。 

  ②無形固定資産    

   主として、ファッションブランド事業におけるソフ

トウェアであります。 

  (2) リース資産の減価償却の方法 

    連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

「４．会計処理基準に関する事項」（2）重要な減価

償却資産の減価償却の方法」に記載のとおりでありま

す。 

  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（借主側） 

 (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（借主側） 

 (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 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

減損損失
累計額相
当額 
（千円）

期末残高
相当額 
（千円）

有形固定資産 
その他（機械
装置、工具器
具備品） 

 22,350  7,480  ―  14,870

無形固定資産 
その他（ソフ
トウェア） 

 112,359  31,937  ―  80,421

その他  10,000  1,999  ―  8,000

合計  144,710  41,418  ―  103,291

  
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

減損損失
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高
相当額 
（千円）

有形固定資産 
その他（機械
装置、工具器
具備品） 

 8,500  5,675     ―  2,825

無形固定資産 
その他（ソフ
トウェア） 

 50,892  25,013     ―  25,878

その他  10,000  3,833     ―  6,166

合計  69,392  34,522     ―  34,869

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

 (2）未経過リース料期末残高相当額等 

 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 千円59,022

１年超 千円71,904

 合計 千円130,927

リース資産減損勘定の残高   千円―

 １年内 千円14,048

 １年超 千円21,946

  合計 千円35,995

 リース資産減損勘定の残高           千円―

(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 

 (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 千円20,080

リース資産減損勘定の取崩額 千円680

減価償却費相当額 千円18,093

支払利息相当額 千円1,806

減損損失 千円―

支払リース料 千円18,552

リース資産減損勘定の取崩額     千円―

減価償却費相当額 千円17,154

支払利息相当額 千円1,817

減損損失     千円―

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。  

 (4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(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原価相当額の差額

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 

同左 
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前連結会計年度（平成20年12月31日）  

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日） 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

（有価証券関係）

  種類  
連結貸借対照表計上
額（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの 

(1) 国債・地方債等 

(2) 社債 

(3) その他 

 

 

 

―

―

699,108

 

 

 

―

―

699,650

 

 

 

―

―

541

小計   699,108  699,650  541

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの 

(1) 国債・地方債等 

(2) 社債 

(3) その他 

 

 

 

―

2,000,000

―

 

 

 

―

1,514,850

―

 

 

 

―

△485,150

―

小計   2,000,000  1,514,850  △485,150

合計  2,699,108  2,214,500  △484,608

  種類  取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

 (1) 株式 

 (2) 債券 

 ① 国債・地方債等 

 ② 社債 

 ③ その他 

 (3) その他 

 

 

 

 

 

 

7,216

    

―

―

―

―

 

 

 

 

 

 

9,167

    

―

―

―

―

 

 

 

 

 

 

1,951

    

―

―

―

―

小計   7,216  9,167  1,951

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 

 (2) 債券 

 ① 国債・地方債等 

 ② 社債 

 ③ その他 

 (3) その他 

 

 

 

 

 

 

75,872

    

―

―

―

550,480

 

 

 

 

 

 

40,575

    

―

―

―

550,480

 

 

 

 

 

 

△35,297

    

―

―

―

―

小計   626,352  591,055  △35,297

合計  633,568  600,223  △33,345

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

 12,822  ―  △2,102

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式  13,966

  
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

１．債券 

  (1) 国債・地方債等 

  (2) 社債 

  (3) その他 

 ２．その他 

 

 

 

 

 

    

―

―

699,108

―

 

 

 

 

 

    

―

―

―

―

 

 

 

 

 

    

―

―

―

―

 

 

 

 

 

    

―

2,000,000

―

―

合計  699,108  ―  ―  2,000,000
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当連結会計年度（平成21年12月31日）  

１．満期保有目的の債券で時価のあるもの 

２．その他有価証券で時価のあるもの 

３．当連結会計年度中に売却したその他有価証券（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

４．時価評価されていない主な有価証券の内容 

５．その他有価証券のうち満期があるもの及び満期保有目的の債券の今後の償還予定額 

  

  種類  
連結貸借対照表計上
額（千円） 

時価（千円） 差額（千円） 

時価が連結貸借対照表計

上額を超えるもの 

(1) 国債・地方債等 

(2) 社債 

(3) その他 

    ― 

    ― 

 499,923

― 

― 

 499,950

― 

― 

 26

小計   499,923  499,950  26

時価が連結貸借対照表計

上額を超えないもの 

(1) 国債・地方債等 

(2) 社債 

(3) その他 

― 

 

― 

2,000,000

― 

 

― 

1,486,370

― 

 

― 

△513,630

小計   2,000,000  1,486,370  △513,630

合計  2,499,923  1,986,320  △513,603

  種類  取得原価（千円） 
連結貸借対照表計上
額（千円） 

差額（千円） 

連結貸借対照表計上額が

取得原価を超えるもの 

 (1) 株式 

 (2) 債券 

 ① 国債・地方債等 

 ② 社債 

 ③ その他 

 (3) その他 

 

 

― 

― 

― 

― 

1,094

    

 

 

― 

― 

― 

― 

1,231

    

 

 

― 

― 

― 

― 

136

    

小計   1,094  1,231  136

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 

 (2) 債券 

 ① 国債・地方債等 

 ② 社債 

 ③ その他 

 (3) その他 

 

 

― 

― 

― 

 

30,437

    

303,392

 

 

― 

― 

― 

 

28,965

    

303,392

 

 

― 

― 

― 

― 

△1,472

    

小計   333,829  332,357  △1,472

合計  334,924  333,589  △1,335

売却額（千円） 売却益の合計額（千円） 売却損の合計額（千円） 

 12,777  754  △1,627

  連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券 

非上場株式  1,320

  
１年以内 
（千円） 

１年超５年以内 
（千円） 

５年超10年以内 
（千円） 

10年超 
（千円） 

１．債券 

  (1) 国債・地方債等 

  (2) 社債 

  (3) その他 

 ２．その他 

 

― 

― 

 

― 

    

499,923

 

― 

― 

― 

― 

      

― 

― 

― 

― 

      

― 

 

― 

― 

    

2,000,000

合計  499,923 ― ―  2,000,000
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 前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至

平成21年12月31日） 

 当社グループはデリバティブ取引を全く利用していないため、該当事項はありません。 

  

  

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

１．採用している退職給付制度の概要 

 当社グループは、確定給付型の退職給付制度として退

職一時金制度を採用しているほか、厚生年金基金制度

（総合設立型）を併用しております。 

 なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複

数事業主制度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 

 当社グループは、確定給付型の退職給付制度として退

職一時金制度を採用しているほか、厚生年金基金制度

（総合設立型）を併用しております。 

  一部の連結子会社は、平成21年6月に退職一時金制度

から確定拠出年金制度へ移行しました。 

 なお、要拠出額を退職給付費用として処理している複

数事業主制度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20年３月31日現在） 

年金資産の額 千円518,451,600

年金財政計算上の給付債務の額  609,982,937

差引額  △91,531,336

(1）制度全体の積立状況に関する事項 

  （平成21年３月31日現在） 

年金資産の額 千円418,484,179

年金財政計算上の給付債務の額  626,242,518

差引額  △207,758,338

 (2）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合  

（基準日：平成20年３月31日） 

           0.86％（加重平均値） 

 (2）制度全体に占める当社グループの掛金拠出割合  

（基準日：平成21年3月31日） 

               0.81％（加重平均値） 

 (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67,178,468千円であります。本

制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の

元利均等償却であり、当社グループは、当期の連結

財務諸表上、特別掛金30,341千円を費用処理してお

ります。 

  なお、上記(2）の割合は当社グループの実際の負

担割合とは一致しません。 

 (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 千円であります。本

制度における過去勤務債務の償却方法は期間20年の

元利均等償却であり、当社グループは、当期の連結

財務諸表上、特別掛金 千円を費用処理してお

ります。 

  なお、上記(2）の割合は当社グループの実際の負

担割合とは一致しません。 

65,815,265

23,571

２．退職給付債務に関する事項 

（平成20年12月31日現在） 

①退職給付債務 千円1,879,273

②年金資産  858,598

③未積立退職給付債務  1,020,674

④未認識数理計算上の差異  ―

⑤連結貸借対照表計上額純額  1,020,674

⑥前払年金費用  ―

⑦退職給付引当金  1,020,674

２．退職給付債務に関する事項 

（平成21年12月31日現在） 

①退職給付債務 千円275,706

②年金資産  32,123

③未積立退職給付債務  243,582

④未認識数理計算上の差異     ― 

⑤連結貸借対照表計上額純額  243,582

⑥前払年金費用     ― 

⑦退職給付引当金  243,582

（注）１．当社グループの退職一時金制度による退職給付

債務の計算は、退職給付実務指針 第36項③によ

る簡便法としての期末自己都合要支給額を退職給

付債務とする方法を採用しております。 

（注）１．当社グループの退職一時金制度による退職給付

債務の計算は、退職給付実務指針 第36項③によ

る簡便法としての期末自己都合要支給額を退職給

付債務とする方法を採用しております。 

２．総合設立型の厚生年金基金（関東ＩＴソフトウ

ェア厚生年金基金及び建設コンサルタンツ厚生年

金基金等）については、拠出額を退職給付費用と

して処理しております。加入員数割合及び給与総

額割合により計算した年金資産の額は3,621,465

千円であります。 

２．総合設立型の厚生年金基金（関東ＩＴソフトウ

ェア厚生年金基金及び建設コンサルタンツ厚生年

金基金等）については、拠出額を退職給付費用と

して処理しております。加入員数割合及び給与総

額割合により計算した年金資産の額は

千円であります。 

2,751,467
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前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

   ３．退職一時金制度から確定拠出年金制度への移行

に伴う影響額は、次のとおりであります。 

     また、確定拠出年金制度への資産移換額は、

千円で全額移換しております。    

退職給付債務の減少     千円1,069,463

年金資産の減少       303,453

退職給付引当金の減少       766,009

524,098

３．退職給付費用に関する事項 

（自平成20年１月１日 至平成20年12月31日） 

①勤務費用 千円239,427

②利息費用  ―

③期待運用収益  ―

④数理計算上の差異の費用処理額  ―

⑤退職給付費用  239,427

３．退職給付費用に関する事項 

（自平成21年１月１日 至平成21年12月31日） 

①勤務費用 千円9,596

②利息費用     ― 

③期待運用収益     ― 

④数理計算上の差異の費用処理額     ― 

⑤退職給付費用  9,596

（注）１．上記退職給付費用のほか、総合設立型の厚生年

金基金への拠出額82,316千円があります。 

（注）１．上記退職給付費用のほか、総合設立型の厚生年

金基金への拠出額 千円があります。 117,737

２．簡便法を採用しているため上記②③④は、発生

しません。 

２．簡便法を採用しているため上記②③④は、発生

しません。 

（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。 
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前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注）１．株式数に換算して記載しております。  

２．平成16年６月18日付で株式１株を10株に分割しております。  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株

式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

（ストック・オプション等関係）

  
平成15年ストック・オプシ
ョン（第３回新株予約権） 

平成17年ストック・オプシ
ョン（第５回新株予約権） 

平成18年ストック・オプシ
ョン（第８回新株予約権） 

付与対象者の区分及び数 

当社取締役    ８名 

当社従業員    17名  

社外協力者    ７名  

当社取締役    ９名 

当社子会社取締役 １名  

当社取締役    ４名 

 当社従業員    16名 

 当社子会社取締役 ３名 

 当社子会社従業員 21名 

ストック・オプション数 普通株式 7,200株（注）２ 普通株式 35,300株 普通株式 43,980株 

付与日 平成15年10月22日 平成17年６月30日 平成18年３月29日 

権利確定条件 該当事項なし。 

該当事項なし。 

行使条件として、本新株予約

権者は、権利行使時において

当社若しくは当社子会社の取

締役又は従業員の地位を有し

ていることを要する。 ただ

し、任期満了による退任、定

年退職その他これに準ずる正

当な理由のある場合は、この

限りではない。 

該当事項なし。 

行使条件として、本新株予約

権者は、権利行使時において

当社若しくは当社子会社の取

締役又は従業員の地位を有し

ていることを要する。 ただ

し、任期満了による退任、定

年退職その他これに準ずる正

当な理由のある場合は、この

限りではない。 

対象勤務期間 該当事項なし。 該当事項なし。 該当事項なし。 

権利行使期間 
平成16年10月12日から平成21

年10月31日  

平成19年７月１日から平成27

年６月30日  

平成20年４月１日から平成28

年３月31日 

  
平成15年ストック・オプシ
ョン（第３回新株予約権） 

平成17年ストック・オプシ
ョン（第５回新株予約権） 

平成18年ストック・オプシ
ョン（第８回新株予約権） 

権利確定前    （株）       

前連結会計年度末  ―  ―  29,970

付与  ―  ―  ―

失効  ―  ―  7,370

権利確定  ―  ―  ―

未確定残  ―  ―  22,600

権利確定後    （株）       

前連結会計年度末  770  1,700  ―

権利確定  ―  ―  ―

権利行使  ―  ―  ―

失効  90  500  ―

未行使残  680  1,200  ―

  
平成15年ストック・オプシ
ョン（第３回新株予約権） 

平成17年ストック・オプシ
ョン（第５回新株予約権） 

平成18年ストック・オプシ
ョン（第８回新株予約権） 

権利行使価格   （円）  39,700  95,400  23,010

行使時平均株価  （円）  ―  ―  ―

付与日における公正な評価 

 単価       （円） 
 ―  ―  ―
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当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

（注）１．株式数に換算して記載しております。  

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

 当連結会計年度において存在したストック・オプションを対象とし、ストック・オプションの数については、株

式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

② 単価情報 

  

  
平成17年ストック・オプシ
ョン（第５回新株予約権） 

平成18年ストック・オプシ
ョン（第８回新株予約権） 

付与対象者の区分及び数 
当社取締役    ９名 

当社子会社取締役 １名  

当社取締役    ４名 

 当社従業員    16名 

 当社子会社取締役 ３名 

 当社子会社従業員 21名 

ストック・オプション数 普通株式 35,300株 普通株式 43,980株 

付与日 平成17年６月30日 平成18年３月29日 

権利確定条件 

該当事項なし。 

行使条件として、本新株予約

権者は、権利行使時において

当社若しくは当社子会社の取

締役又は従業員の地位を有し

ていることを要する。 ただ

し、任期満了による退任、定

年退職その他これに準ずる正

当な理由のある場合は、この

限りではない。 

該当事項なし。 

行使条件として、本新株予約

権者は、権利行使時において

当社若しくは当社子会社の取

締役又は従業員の地位を有し

ていることを要する。 ただ

し、任期満了による退任、定

年退職その他これに準ずる正

当な理由のある場合は、この

限りではない。 

対象勤務期間 該当事項なし。 該当事項なし。 

権利行使期間 
平成19年７月１日から平成27

年６月30日  

平成20年４月１日から平成28

年３月31日 

  
平成17年ストック・オプシ
ョン（第５回新株予約権） 

平成18年ストック・オプシ
ョン（第８回新株予約権） 

権利確定前    （株）     

前連結会計年度末  ―  ―

付与  ―  ―

失効  ―  ―

権利確定  ―  ―

未確定残  ―  ―

権利確定後    （株）     

前連結会計年度末  1,200  22,600

権利確定  ―  ―

権利行使  ―  ―

失効  ―  ―

未行使残  1,200  22,600

  
平成17年ストック・オプシ
ョン（第５回新株予約権） 

平成18年ストック・オプシ
ョン（第８回新株予約権） 

権利行使価格   （円）  95,400  23,010

行使時平均株価  （円）  ―  ―

付与日における公正な評価 

 単価       （円） 
 ―  ―
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（税効果会計関係）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

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（流動）     

未払事業税      7,851千円

賞与引当金  26,557

商品評価損  44,559

貸倒引当金  21,726

受注損失引当金   47,109

返品調整引当金   14,888

その他   25,783

 小計   188,475

評価性引当額   △89,443

 差引  99,032

繰延税金負債(流動)との相殺  △2,382

繰延税金資産(流動)計  96,650

 繰延税金資産（固定）     

繰越欠損金  11,629,430

のれん  2,497,580

減価償却超過額  24,724

退職給付引当金  418,589

貸倒引当金  150,649

破産更生債権  117,671

関係会社株式評価損  83,518

投資有価証券評価損   205,896

土地  56,988

減損損失  17,030

その他  42,629

小計  15,244,710

評価性引当額  △14,687,624

差引  557,086

繰延税金負債(固定)との相殺  △73,452

繰延税金資産(固定)計   483,633

繰延税金資産合計  580,283

  繰延税金負債（流動）     

未収事業税  △2,382

繰延税金資産(流動)との相殺  2,382

繰延税金負債(流動)計  ―

  繰延税金負債（固定）     

土地  △73,452

繰延税金資産(固定)との相殺  73,452

繰延税金負債(固定)計  ―

  繰延税金資産（流動）     

未払事業税       千円10,122

賞与引当金  50,666

商品評価損  31,072

貸倒引当金  6,463

受注損失引当金   14,941

返品調整引当金   1,740

その他   10,087

 小計   125,094

評価性引当額   △46,134

 差引  78,959

繰延税金負債(流動)との相殺     ― 

繰延税金資産(流動)計  78,959

 繰延税金資産（固定）     

繰越欠損金  13,388,966

のれん  56,912

減価償却超過額  17,147

退職給付引当金  102,307

貸倒引当金  20,898

破産更生債権  117,671

関係会社株式評価損  ―

投資有価証券評価損   290,352

土地  57,397

減損損失  2,151

その他  44,644

小計  14,098,449

評価性引当額  △13,841,099

差引  257,350

繰延税金負債(固定)との相殺  △73,452

繰延税金資産(固定)計   183,898

繰延税金資産合計  262,857

  繰延税金負債（流動）     

未収事業税 ― 

繰延税金資産(流動)との相殺 ― 

繰延税金負債(流動)計 ― 

  繰延税金負債（固定）     

土地  △73,452

繰延税金資産(固定)との相殺  73,452

繰延税金負債(固定)計 ― 

 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な項目別の内訳 

    法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異については税金等調整前当期純損失を計上して

いるため記載しておりません。 

 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な項目別の内訳 

    法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異については税金等調整前当期純損失を計上して

いるため記載しておりません。 
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（企業結合等関係）

前連結会計年度 
(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日) 

１．共通支配下の取引等関係 

（1） 分離先企業の名称、分離した事業の内容、事業分離

を行った主な理由、事業分離日及び法的形式を含む事

業分離の概要 

 ――――― 

  

①分離先企業の名称 

株式会社アイ・エヌ・エー 

②分離した事業の内容 

株式会社トライアイズソリューションのソフトウェア

事業 

③事業分離を行った主な理由 

 当社グループの事業再編及び経営の効率化を図るた

めに、連結子会社の株式会社トライアイズソリューシ

ョンで行っていたソフトウェア事業を顧客シナジーの

高い連結子会社である株式会社アイ・エヌ・エーへ事

業譲渡したものであります。 

  ④事業分離日 

     平成20年12月10日 

⑤法的形式を含む事業分離の概要 

分離事業を分離先企業に事業譲渡 

（2） 実施した会計処理の概要 

 「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処理しております。また、連結

上は内部取引として消去しております。 
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前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

       事業は、製品の系列、市場の類似性を考慮して区分しております。 

２．各区分の主な製品等 

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285,292千円であり、その主なもの

は、当社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の金額は5,445,511千円であり、その主なものは、当社の

余資運用資金（現金及び有価証券）等であります。 

５．ファッションブランド事業につきましては、東京ブラウス㈱、㈱松崎、㈱ＨＡＭＡＮＯ1880、松崎生産㈱を

平成20年11月末日（みなし取得日）にて取得したことに伴い、資産及び資本的支出のみ記載しております。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

  
ＩＴソリュー
ション事業 
（千円） 

建設コンサル
タント事業 
（千円） 

ファッション
ブランド事業
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益             

売上高             

(1）外部顧客に対する売

上高 
 601,034  6,223,450  ―  6,824,484  ―  6,824,484

(2）セグメント間の内部

売上高又は振替高 
 ―  ―  ―  ―  ―  ―

計  601,034  6,223,450  ―  6,824,484  ―  6,824,484

営業費用  638,264  6,228,620  ―  6,866,884  285,292  7,152,178

営業利益又は営業損失

(△) 
 △37,230  △5,169  ―  △42,400 (285,292)  △327,693

Ⅱ．資産、減価償却費及び

資本的支出 
                             

資産  40,576  5,512,070  4,677,672  10,230,320  4,848,109  15,078,429

減価償却費  2,836  29,345  ―  32,181  1,506  33,688

資本的支出  ―  86,398  762,259  848,658  1,154  849,813

ＩＴソリューション事業 

 画像データ表示ビューワ、セキュリティシステム、画像データ自動変換

サーバー、高セキュリティ文書配信システム、Ｗｅｂ型地図描画エンジ

ン、ネットワーク型地図情報システム、移動体位置情報管理システム、

情報機器等  

建設コンサルタント事業  土木建設事業に関する調査、計画、設計、監理等 

ファッションブランド事業  婦人服・かばん・ハンドバッグ・革製品などの企画・製造卸・販売 
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当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

       事業は、製品の系列、市場の類似性を考慮して区分しております。 

（事業区分の変更） 

  従来、セグメントの事業区分は、「ITソリューション事業」、「建設コンサルタント事業」、「ファッショ

ンブランド事業」の３区分によっておりましたが、前連結会計年度に「ITソリューション事業」を子会社であ

る株式会社アイ・エヌ・エーに事業譲渡したことにより統合し、当該事業の重要性がなくなったため、当連結

会計年度より「建設コンサルタント事業」に含めることとしました。 

  この結果、従来の方法に比較して当連結会計年度の「建設コンサルタント事業」の売上高は162,546千円増加

し、営業利益は33,901千円増加しております。 

２．各区分の主な製品等 

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1,119千円であり、その主なもの

は、当社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の金額は5,109,890千円であり、その主なものは、当社の

余資運用資金（現金及び有価証券）等であります。 

  

前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日） 

 本邦の売上高及び資産の金額は、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割

合がいずれも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。 

  

前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日）及び当連結会計年度（自 平成21年１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。 

  

  
建設コンサル
タント事業 
（千円） 

ファッション
ブランド事業
（千円） 

計（千円） 
消去又は全社
（千円） 

連結 
（千円） 

Ⅰ．売上高及び営業利益           

売上高           

(1）外部顧客に対する売上高  4,743,133  8,222,516  12,965,649     ―  12,965,649

(2）セグメント間の内部売上高又は

振替高 
 47,429  115  47,545  △47,545     ― 

計  4,790,562  8,222,631  13,013,194  △47,545  12,965,649

営業費用  4,706,143  8,646,024  13,352,168  1,119  13,353,288

営業利益又は営業損失(△)  84,418  △423,393  △338,974  △48,664  △387,638

Ⅱ．資産、減価償却費及び資本的支出  

資産  4,786,931  4,062,056  8,848,987  3,559,017  12,408,004

減価償却費  38,523  78,830  117,353  7,615  124,969

資本的支出  8,039  248,537  256,576  36,749  293,326

  

建設コンサルタント事業 

 土木建設事業に関する調査、計画、設計、監理、 

 画像データ表示ビューワ、セキュリティシステム、Ｗｅｂ型地図描画 

 エンジン、移動体位置情報管理システム等  

ファッションブランド事業  婦人服・かばん・ハンドバッグ・革製品などの企画・製造卸・販売 

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高
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前連結会計年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日） 

(1）親会社及び法人主要株主等 

該当事項はありません。 

(2）役員及び個人主要株主等 

該当事項はありません。 

(3）子会社等 

該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

１．関連当事者との取引 

(1) 連結財務諸表提出会社と関連当事者との取引 

  該当事項はありません。 

  

(2) 連結財務諸表提出会社の連結子会社と関連当事者との取引 

  該当事項はありません。 

  

２．親会社又は重要な関連会社に関する注記 

(1) 親会社情報 

  該当事項はありません。 

  

(2) 重要な関連会社の要約財務情報 

  該当事項はありません。  

  

（関連当事者情報）
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 （注）１株当たり当期純利益金額又は純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

（１株当たり情報）

項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 
  至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日) 

１株当たり純資産額           6,259円 05銭                 円 05銭 6,095

１株当たり当期純利益金額又は純損失

金額（△） 
        △688円 63銭             円 92銭 △314

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、潜在株式は存

在するものの当期純損失であるため

記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、潜在株式は存

在するものの当期純損失であるため

記載しておりません。 

項目 
前連結会計年度 

(自 平成20年１月１日 
  至 平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日) 

当期純利益又は純損失（△）（千円）  △1,043,760  △423,746

普通株主に帰属しない金額（千円）  ― ― 

普通株式に係る当期純利益又は純損失

（△）（千円） 
 △1,043,760  △423,746

普通株式の期中平均株式数（株）  1,515,697  1,345,574

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

 新株予約権４種類（新株予約権の

数34,480個）。 

 新株予約権３種類（新株予約権の

数 個）。 33,800

（重要な後発事象）

前連結会計年度 
（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日） 

――――――― ――――――― 
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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12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 1,245,602 512,675

売掛金 31,803 35,040

有価証券 1,249,589 803,315

前払費用 9,358 4,307

関係会社短期貸付金 265,040 748,456

その他 135,458 14,548

流動資産合計 2,936,852 2,118,342

固定資産   

有形固定資産   

建物 － 29,008

減価償却累計額 － △4,941

建物（純額） － 24,067

工具、器具及び備品 4,544 12,862

減価償却累計額 ※1  △4,171 ※1  △7,409

工具、器具及び備品（純額） 373 5,453

土地 103,981 103,981

有形固定資産合計 104,355 133,502

無形固定資産   

ソフトウエア － 38,252

無形固定資産合計 － 38,252

投資その他の資産   

投資有価証券 2,005,043 2,000,000

関係会社株式 3,834,671 3,834,671

関係会社長期貸付金 810,260 758,236

破産更生債権等 15,370 14,720

その他 100,811 51,622

貸倒引当金 △602,572 △14,720

投資その他の資産合計 6,163,584 6,644,529

固定資産合計 6,267,939 6,816,284

資産合計 9,204,791 8,934,626
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

1年内償還予定の社債 200,000 100,000

未払金 43,478 29,967

未払費用 8 2,080

未払法人税等 10,003 11,055

預り金 814 1,274

賞与引当金 13,299 8,546

構造改革費用引当金 24,420 －

その他 218 3,820

流動負債合計 292,243 156,745

固定負債   

社債 100,000 －

退職給付引当金 6,062 8,756

固定負債合計 106,062 8,756

負債合計 398,305 165,501

純資産の部   

株主資本   

資本金 5,000,000 5,000,000

資本剰余金   

その他資本剰余金 5,134,721 4,710,945

資本剰余金合計 5,134,721 4,710,945

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 △702,755 △673,924

利益剰余金合計 △702,755 △673,924

自己株式 △625,480 △267,895

株主資本合計 8,806,485 8,769,125

純資産合計 8,806,485 8,769,125

負債純資産合計 9,204,791 8,934,626
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 

 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業収益 ※1  156,795 ※1  421,030

売上総利益 156,795 421,030

一般管理費 ※2  399,730 ※2  469,786

営業損失（△） △242,934 △48,756

営業外収益   

受取利息 15,485 30,203

有価証券利息 73,605 5,274

受取配当金 6,275 2,510

不動産賃貸料 － 24,840

その他 7,254 2,787

営業外収益合計 102,620 65,615

営業外費用   

社債利息 7,904 3,978

有価証券売却損 43,099 －

為替差損 148,701 －

支払手数料 25,803 －

減価償却費 － 1,889

その他 3,983 2,435

営業外費用合計 229,493 8,303

経常利益又は経常損失（△） △369,808 8,555

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 650

関係会社株式売却益 18,843 －

前期損益修正益 ※3  48,000 ※3  6,749

損害賠償損失引当金戻入額 30,940 －

子会社整理益 － 19,489

特別利益合計 97,783 26,888

特別損失   

固定資産除却損 ※4  719 －

投資有価証券評価損 500,000 5,043

子会社整理損 1,685 360

貸倒引当金繰入額 ※5  117,890 －

構造改革費用 49,634 －

特別損失合計 669,929 5,403

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） △941,953 30,040

法人税、住民税及び事業税 1,210 1,210

法人税等調整額 － －

法人税等合計 1,210 1,210

当期純利益又は当期純損失（△） △943,163 28,830
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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20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 5,000,000 5,000,000

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 5,000,000 5,000,000

資本剰余金   

その他資本剰余金   

前期末残高 5,745,010 5,134,721

当期変動額   

自己株式の処分 △610,288 △423,775

当期変動額合計 △610,288 △423,775

当期末残高 5,134,721 4,710,945

資本剰余金合計   

前期末残高 5,745,010 5,134,721

当期変動額   

自己株式の処分 △610,288 △423,775

当期変動額合計 △610,288 △423,775

当期末残高 5,134,721 4,710,945

利益剰余金   

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 240,407 △702,755

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △943,163 28,830

当期変動額合計 △943,163 28,830

当期末残高 △702,755 △673,924

利益剰余金合計   

前期末残高 240,407 △702,755

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △943,163 28,830

当期変動額合計 △943,163 28,830

当期末残高 △702,755 △673,924

自己株式   

前期末残高 △101,349 △625,480

当期変動額   

自己株式の取得 △1,148,472 △66,255

自己株式の処分 624,342 423,840

当期変動額合計 △524,130 357,584

当期末残高 △625,480 △267,895
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

株主資本合計   

前期末残高 10,884,068 8,806,485

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △943,163 28,830

自己株式の取得 △1,148,472 △66,255

自己株式の処分 14,053 64

当期変動額合計 △2,077,582 △37,360

当期末残高 8,806,485 8,769,125

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） －  

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

評価・換算差額等合計   

前期末残高 － －

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） －  

当期変動額合計 － －

当期末残高 － －

純資産合計   

前期末残高 10,884,068 8,806,485

当期変動額   

当期純利益又は当期純損失（△） △943,163 28,830

自己株式の取得 △1,148,472 △66,255

自己株式の処分 14,053 64

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） － －

当期変動額合計 △2,077,582 △37,360

当期末残高 8,806,485 8,769,125
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継続企業の前提に関する注記

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日) 

 当社は、前事業年度において、293,569千円の営業損失

を計上し、また、当事業年度においても242,934千円の営

業損失を計上しております。当該状況により、継続企業の

前提に関する重要な疑義が存在しております。 

 当社は当該状況を解消すべく、以下の諸策を施し、取り

組んでおります。 

  

  １．当社純粋持株会社であり、グループ会社からの配当

及び経費負担をもって運営せざるを得ません。したが

って、過剰な利益留保は行いませんが、運営費の負担

を各子会社に分担して求める一方で、経費管理を徹底

することで単体での黒字化を達成します。 

また、管理業務、情報システム部の一部業務をグルー

プ内での一元管理を進め、グループとしての効率性の

向上に努めております。また、グループ各社に対して

は、収益性を向上するために、経費削減および今後の

事業展開について提案をしております。当社は、そう

した子会社からの経営指導料並びに業務委託料、手許

資金の運用益を収入源とする、より安定した経営体制

を構築しております。 

     

 ２．当社は、各子会社からの配当金収入を見込める収益

力のある企業グループになるよう、持株会社としてグ

ループ全体の経費削減に努め、子会社の業績管理を行

い、効率的な事業経営を推進し、併せてグループ会社

の育成に注力してまいります。 

  

 ３．当社は、当社グループの事業多角化・拡大化を目指

して、子会社となり得る優良な事業ポートフォリオの

獲得に努めております。当社の手許資金を有効に活用

し、収益性の高い事業子会社をグループに取り込むこ

とによって、配当金収入の拡大を図ります。 

                     ――――― 

 ４．上述の事業多角化・拡大化の一端として、当連結事

業年度より東京ブラウス株式会社、株式会社松崎、松

崎生産株式会社、株式会社ＨＡＭＡＮＯ１８８０が子

会社として当社グループに参入しております。 

 これらの会社は、当社グループ内のファッションブ

ランド事業を形成し、それぞれが老舗ブランドとして

の地位を確立しております。今後、トライアイズグル

ープとしてのＥコマース参入も視野に入れており、そ

れぞれが当社グループの中で安定した収益基盤とな

り、当社にとっては配当金収入の機会増大につながる

ことを期待しております。 

 上記の諸策により、グループ全体の営業状況を好転さ

せ、今後は各子会社からの配当金・経営指導料収入によ

り、安定的且つ継続的に利益計上していくことに努めま

す。 

 以上の方策を確実に実施していくことにより、継続企業

の前提に関する重要な疑義を解消できると判断しておりま

す。 

 財務諸表は継続企業を前提として作成されており、この

ような重要な疑義の影響を財務諸表には反映しておりませ

ん。 
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重要な会計方針

項目 
前事業年度 

(自 平成20年１月１日 
  至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日) 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

 (1) 売買目的有価証券 

時価法（売却原価は、移動平均法によ

り算定）を採用しております。 

 (1)           ――――― 

   (2) 満期保有目的の債券 

   償却原価法（定額法）を採用しており

ます。 

 (2) 満期保有目的の債券 

同左 

   (3) 子会社株式及び関連会社株式 

    移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

 (3) 子会社株式 

同左 

   (4) その他有価証券 

   時価のないもの 

   移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

 (4) その他有価証券 

   時価のないもの 

同左 

２．固定資産の減価償却の方

法 

(1) 有形固定資産 

   定率法によっております。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

  建物              ８～15年 

  工具器具備品      ５～８年 

(1) 有形固定資産(リース資産を除く)  

   定率法によっております。 

   なお、主な耐用年数は以下のとおりで

あります。 

  建物              ８～15年 

  工具器具備品      ５～８年 

   (追加情報） 

 当事業年度より、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。 

 なお、これによる損益に与える影響

は軽微であります。 

(2)           ――――― 

   

  

  

  

  

  

  

  

(2）無形固定資産(リース資産を除く) 

  定額法によっております。 

  なお、自社利用のソフトウェアについ

ては、社内における見込み可能利用期間

(５年)に基づいております。  

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、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

は個別に回収の可能性を検討し、回収不

能見込額を計上しております。 

(1) 貸倒引当金 

同左 

   (2) 賞与引当金 

   従業員の賞与の支給に充てるため、支

給見込額のうち、当事業年度負担額を計

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、当事

業年度末における退職給付債務の見込額

（簡便法）に基づき、当事業年度末にお

いて発生していると認められる額を計上

しております。 

 (3) 退職給付引当金 

同左 
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項目 
前事業年度 

(自 平成20年１月１日 
  至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日) 

  (4) 構造改革費用引当金  

   構造改革に伴い、今後発生が見込まれ

る費用について計上しております。 

(4)           ――――― 

５．リース取引の処理方法  リース物件の所有権が借主に移転すると

認められるもの以外のファイナンス・リー

ス取引については、通常の賃貸借取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

       ――――― 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

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。 

 なお、控除対象外消費税等は、全額費用

処理しております。 

消費税等の会計処理 

        同左 

表示方法の変更

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 

至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 

至 平成21年12月31日） 

（損益計算書） 

 前期まで営業外費用の「その他」に含めて表示しており

ました「支払手数料」は、営業外費用の総額の100分の10

を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期における「支払手数料」の金額は798千円で

あります。 

（損益計算書） 

 前期まで営業外収益の「その他」に含めて表示しており

ました「不動産賃貸料」は、営業外収益の総額の100分の

10を超えたため区分掲記しました。 

 なお、前期における「不動産賃貸料」の金額は3,174千

円であります。 

  前期まで区分掲記しておりました営業外費用の「支払手

数料」「為替差損」は営業外費用総額の100分の10以下と

なったため、「その他」に含めて表示しております。 

 なお、当事業年度の「支払手数料」の金額は528千円、

「為替差損」の金額は672千円であります。 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

※１ 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。 

※１ 減価償却累計額には、減損損失累計額が含まれてお

ります。 
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前事業年度（自  平成20年１月１日 至  平成20年12月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の増加416,554.50株は、自己株式の取得による増加415,910株、単元未満株式の買取りに

よる増加644.50株によるものであります。 

２．普通株式の自己株式の減少210,066.41株は、自己株式の消却による減少200,000.41株、単元未満株式の売渡請

求による減少66株、自己株式の売却による減少10,000株によるものであります。 

当事業年度（自  平成21年１月１日 至  平成21年12月31日） 

自己株式の種類及び株式数に関する事項 

（注）１．普通株式の自己株式の増加43,658株は、自己株式の取得による増加43,180株、単元未満株式の買取りによる増

加478株によるものであります。 

２．普通株式の自己株式の減少160,242株は、自己株式の消却による減少160,200株、単元未満株式の売渡請求によ

る減少42株によるものであります。 

  

（損益計算書関係）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日) 

※１  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。 

関係会社への営業収益     千円156,795

※１  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。 

関係会社への営業収益 千円421,030

 ※２ 一般管理費の主なもの  ※２ 一般管理費の主なもの 

役員報酬          千円49,000

給料・手当  67,395

支払手数料  80,172

支払報酬  44,199

不動産賃借料  52,935

賞与引当金繰入額  11,500

役員報酬  千円44,823

給料・手当  68,058

支払手数料  82,509

支払報酬  70,240

不動産賃借料  46,962

広告宣伝費  52,201

※３ 前期損益修正益は、ＩＳＰ事業の撤退に係る損害賠

償金の支払いの必要がなくなったため、戻入したもの

であります。       

※３ 前期損益修正益は、支給取り止めによる賞与引当金

戻入額であります。       

※４ 固定資産除却損の内容は次のとおりであります。 

工具器具備品 千円719

※４       ―――――  

※５ 構造改革費用には構造改革費用引当金繰入額24,420

千円が含まれております。 

※５              ―――――  

（株主資本等変動計算書関係）

  前期末株式数（株） 当期増加株式数（株） 当期減少株式数（株） 当期末株式数（株） 

普通株式  11,370.91 416,554.50 210,066.41  217,859

合計  11,370.91 416,554.50 210,066.41  217,859

  前期末株式数（株） 当期増加株式数（株） 当期減少株式数（株） 当期末株式数（株） 

普通株式  217,859  43,658 160,242   101,275

合計  217,859  43,658 160,242   101,275
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前事業年度（自 平成20年１月１日 至 平成20年12月31日）及び当事業年度（自 平成21年１月１日 至 平成21

年12月31日） 

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。 

  

（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日） 

 リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの

以外のファイナンス・リース取引（借主側） 

(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 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 
（千円） 

減損損失
累計額相
当額 
（千円） 

期末残高 
相当額 
（千円） 

工具器具備品  ―  ―  ―  ―

  

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 千円―

１年超 千円―

 合計 千円―

リース資産減損勘定の残高 千円―

              ――――― 

  

(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 千円687

リース資産減損勘定の取崩額 千円680

減価償却費相当額 千円―

支払利息相当額 千円6

減損損失 千円―

  

(4）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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（税効果会計関係）

前事業年度 
（平成20年12月31日) 

当事業年度 
（平成21年12月31日) 

１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の

内訳 

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（流動）  

未払事業税 千円3,578

賞与引当金  5,411

構造改革費用  20,024

その他  292

小計  29,306

評価性引当額   △29,306

差引   ―

 繰延税金資産（固定）     

貸倒引当金  245,186

破産更生債権   117,671

関係会社株式評価損  7,164,269

投資有価証券評価損   203,450

のれん  439,344

税務上の繰越欠損金  4,254,201

その他  7,147

小計  12,431,271

評価性引当額  △12,431,271

差引  ―

  繰延税金負債（固定）     

その他有価証券評価差額金  ― 

  合計 ― 

繰延税金負債の純額   ―

 繰延税金資産（流動）  

未払事業税 千円4,006

賞与引当金  3,477

移転関連費用     ― 

子会社整理引当金     ― 

その他  800

小計  8,284

評価性引当額   △8,284

差引      ― 

 繰延税金資産（固定）     

貸倒引当金  5,989

破産更生債権   117,671

関係会社株式評価損 ― 

投資有価証券評価損   289,020

のれん  56,912

税務上の繰越欠損金  11,966,636

その他  4,286

小計  12,440,516

評価性引当額  △12,440,516

差引     ― 

  繰延税金負債（固定）     

その他有価証券評価差額金 ― 

  合計  ― 

繰延税金負債の純額      ― 

 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な項目別の内訳 

    法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率

との差異については税引前当期純損失を計上しているた

め記載しておりません。 

 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な項目別の内訳 

法定実効税率 ％40.7

（調整）   

交際費等永久に損金に算入されない項目  △0.1

住民税均等割  4.0

評価性引当額他  △40.6

税効果会計適用後の法人税等の負担率  4.0

（企業結合等関係）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 

  至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日) 

１．共通支配下の取引等関係 

 連結財務諸表の注記事項(企業結合等関係)に記載して

おります。 

          ――――― 
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（注）１株当たり当期純利益金額又は純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

  

（１株当たり情報）

項目 
前事業年度 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

１株当たり純資産額           6,363円 87銭               6,543円 10銭 

１株当たり当期純利益又は純損失金額

（△） 
       △622円 26銭           21円 43銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益

金額 

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、潜在株式は存

在するものの当期純損失であるため

記載しておりません。 

 潜在株式調整後１株当たり当期純

利益金額については、潜在株式は存

在するものの希薄化効果を有しない

ため記載しておりません。 

項目 
前事業年度 

(自 平成20年１月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 

 至 平成21年12月31日) 

当期純利益又は純損失（△）（千円）  △943,163  28,830

普通株主に帰属しない金額（千円）  ―  ―

普通株式に係る当期純利益又は純損失 

（△）（千円） 
 △943,163  28,830

普通株式の期中平均株式数（株）  1,515,697  1,345,574

希薄化効果を有しないため、潜在株式

調整後１株当たり当期純利益金額の算

定に含めなかった潜在株式の概要 

 新株予約権４種類（新株予約権の

数34,480個）。 

 新株予約権３種類（新株予約権の

数 33,800個）。 

（重要な後発事象）

前事業年度 
(自 平成20年１月１日 
  至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 

  至 平成21年12月31日) 

――――――― ――――――― 
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(1）役員の異動 

 該当事項はありません。 

  

６．その他
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