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1.  平成23年3月期の連結業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 9,300 △1.5 △146 ― △120 ― △281 ―
22年3月期 9,446 △28.5 △35 ― 2 ― 36 △86.4

（注）包括利益 23年3月期 289百万円 （―％） 22年3月期 ―百万円 （―％）

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 ％ ％ ％

23年3月期 △6.14 ― △8.6 △2.1 △1.6
22年3月期 0.80 ― 1.0 0.0 △0.4

（参考） 持分法投資損益 23年3月期  ―百万円 22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

23年3月期 5,354 3,098 57.9 67.48
22年3月期 6,023 3,479 57.8 75.79

（参考） 自己資本   23年3月期  3,098百万円 22年3月期  3,479百万円

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

23年3月期 △70 35 △152 269
22年3月期 10 137 △3 457

2.  配当の状況 

 

年間配当金 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 ％ ％

22年3月期 ― 0.00 ― 2.00 2.00 91 250.0 2.6
23年3月期 ― 0.00 ― 1.00 1.00 45 △16.3 1.4
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 1.00 1.00 227.3

3.  平成24年3月期の連結業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 4,000 △10.7 △32 ― △20 ― △37 ― △0.81
通期 8,500 △8.6 25 ― 45 ― 20 ― 0.44



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) 会計処理の原則・手続、表示方法等の変更 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

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） 23年3月期 49,280,697 株 22年3月期 49,280,697 株
② 期末自己株式数 23年3月期 3,369,427 株 22年3月期 3,366,320 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 45,912,594 株 22年3月期 46,004,202 株

（参考）個別業績の概要 

1.  平成23年3月期の個別業績（平成22年4月1日～平成23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 ％

23年3月期 6,003 △9.1 △113 ― △55 ― △248 ―
22年3月期 6,608 △8.0 △42 ― 16 ― 33 △96.6

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

23年3月期 △5.42 ―
22年3月期 0.73 ―

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

23年3月期 4,717 3,139 66.5 68.37
22年3月期 5,415 3,483 64.3 75.87

（参考） 自己資本 23年3月期  3,139百万円 22年3月期  3,483百万円

2.  平成24年3月期の個別業績予想（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 
（％表示は、通期は対前期、第2四半期(累計)は対前年同四半期増減率）

※ 監査手続の実施状況に関する表示 
この決算短信に開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表の監査手続が実施中であります。 

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
 本資料に記載されております業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件及び業績予想のご利用にあたっての注意事項等については、添
付資料Ｐ． 「経営成績に関する分析」をご覧ください。 

売上高 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 ％ 円 銭

第2四半期(累計) 2,450 △14.8 1 ― △14 ― △0.30
通期 5,300 88.3 45 ― 30 ― 0.65
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(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

 営業の概況 

 この度の東日本大震災により被害を受けられました皆さまに心よりお見舞い申し上げます。 

  当連結会計年度におけるわが国経済は、雇用状況、所得環境の改善が見られず、慢性的なデフレや高止まりする円

相場等により、依然として厳しい状況にありました。さらに、平成23年３月11日に発生した「東日本大震災」によ

り、先行きが不透明な状況にあります。 

 当衣料業界におきましても、個人消費の低迷・デフレの深刻化から不振が続く中、天候不順や震災などの影響を受

け、消費意欲の減退から厳しい状況で推移いたしました。 

 このような事業環境のもと、当連結会計年度の業績は、平成21年６月に丸福商事㈱を取得及び平成21年７月に㈱ヤ

マノジュエリーシステムスより婦人洋品小売販売のエマイユ事業を譲受け、売上高の押上げ要因はあったものの、天

候不順等の影響を受け季節商品の洋装事業や寝装事業での大幅な売上の減少があったことに加え、「東日本大震災」

により売上高は減少いたしました。経費においては、丸福商事㈱及びエマイユ事業の譲受けにより増加要因はあった

ものの、人件費の抑制、固定費の引下げ及び販売経費の圧縮等に努めましたが、営業損失となりました。また、固定

資産の減損損失及び東日本大震災による災害損失等を特別損失に計上した結果、当連結会計年度の売上高は93億円

（前年同期比1.5％減）、営業損失は146百万円（前年同期は35百万円の営業損失）、経常損失は120百万円（前年同

期は2百万円の経常利益）、当期純損失は281百万円（前年同期は36百万円の当期純利益）となりました。 

 セグメントの状況は次のとおりであります。                               

 和装事業は、個人消費の低迷及び震災による消費意欲の減退等により、高額品の買い控えが多く見られ、厳しい状

況で推移いたしましたが、百貨店を中心とした売上拡大策を図り、販売経費等の圧縮に重点を置き取り組んでまいり

ました。この結果、売上高19億７百万円、営業利益７百万円となりました。 

 寝装事業は、専門店を中心に新規企画及び新規商品の開発を進めましたが、量販店との取組を見直した結果、売上

高は大幅に減少いたしました。この結果、売上高16億84百万円、営業利益４百万円となりました。 

 洋装事業は、丸福商事㈱及びエマイユ事業の譲受けにより売上高の押上げ要因はあったものの、天候不順や震災等

の影響から大幅な売上高の伸長とはなりませんでした。この結果、売上高は41億57百万円、営業利益16百万円となり

ました。 

 宝飾・バッグ事業は、個人消費の低迷に加え震災等の影響から高額品の販売が伸びず低迷いたしました。この結

果、売上高は１億80百万円、営業損失４百万円となりました。 

 意匠撚糸事業は、国内市場では婦人洋品等の製品市場の不透明さから撚糸の需要が落ち込みましたが、中国におけ

る婦人洋品需要は拡大致しました。この結果、売上高は13億71百万円、営業利益62百万円となりました。 

 ②次期の見通し 

 次期の見通しといたしましては、我が国経済は、東日本大震災からの復興などを背景に一部改善が期待されます

が、厳しい雇用情勢や海外景気の下振れ懸念、デフレの影響等、不安定要素も多く引き続き予断を許さない状況が続

くものと思われます。また、個人消費は、雇用不安や所得減少等など先行きの不透明さから慎重な行動をとるものと

予想されます。 

 このような経済環境の中、当社グループは、和装事業、洋装事業、意匠撚糸事業を中心に事業見直しを図り、目標

達成と安定配当の実現に向けて、固定費の削減、販売経費等の圧縮を進めながら、収益力を高める構造改革を図って

まいります。平成24年3月期の連結業績につきましては、売上高85億円、営業利益25百万円、経常利益45百万円、当

期純利益20百万円を予想いたしております。 

    

１．経営成績
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(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資産合計は53億54百万円で前連結会計年度末と比べ６億68百万円減少しております。こ

の主な要因は、当期純損失及び利益剰余金の配当があったことに加え受取手形及び売掛金の減少と有形固定資産の減

損によるものであります。 

 流動資産は、36億58百万円（前連結会計年度末は49億57百万円）となり、12億99百万円減少いたしました。これは

主に、現金及び預金の減少と受取手形及び売掛金の減少と短期貸付金を長期貸付金へ振り替えたことによるものであ

ります。 

 固定資産は、16億95百万円（前連結会計年度末は10億65百万円）となり、６億30百万円増加いたしました。これは

主に、減損による土地の減少はあったものの、長期貸付金が短期貸付金から振り替わったことによるものです。 

  流動負債は、21億22百万円（前連結会計年度末は23億26百万円）となり、２億４百万円減少いたしました。これ

は主に、支払手形及び買掛金の減少によるものであります。 

  固定負債は、１億34百万円（前連結会計年度末は２億16百万円）となり、82百万円減少いたしました。これは主

に、長期借入金及び長期未払金の減少があったことによるものであります。 

 純資産は、30億98百万円（前連結会計年度末34億79百万円）となり、３億81百万円減少いたしました。これは主

に、当期純損失及び剰余金の配当によるものであります。 

②キャッシュ・フローの状況  

 当連結会計年度における連結ベースの現金及び現金同等物（以下、資金という）は、前連結会計年度末に比べ１億

88百万円減少し、２億69百万円となっております。これは主に売上債権の減少はあったものの、税金等調整前当期純

損失及び配当金の支払いによる支出によるものであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動の結果減少した資金は、70百万円（前年同期は10百万円の増加）となりました。 

これは主に売上債権の減少はあったものの、税金等調整前当期純損失及び仕入債務の減少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） 

 投資活動の結果増加した資金は、35百万円（前年同期は１億37百万円の増加）となりました。 

これは主に無形固定資産の取得及び貸付による支出はあったものの、貸付金の回収及び敷金保証金の回収による収

入があったこと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） 

財務活動の結果減少した資金は、１億52百万円（前年同期は３百万円の減少）となりました。 

これは主に長期借入金の返済及び剰余金の配当による支出があったことによるものであります。  
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(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

  当社は、資産の有効活用を図り、かつ健全な財務体質の維持に努め、さらに増収増益を目指しております。その

結果として得た利益の配分については、将来の事業拡大に対する資金需要を勘案しながら、可能な限り株主の皆様

に対する利益還元を行うことを基本方針としております。 

 当期につきましては、１円の利益配当を予定しております。 

 今後も配当の継続的な実施を経営上の 重要政策と考え、業績向上に努めてまいります。 

(4）事業等のリスク 

 文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものです。 

当社グループは、持続的な成長と継続配当を行うために現在中期３ヶ年計画を推進しております。 

 ①売上高について 

 当社グループの売上高については、景気、消費性向及び商品トレンドの変化により減少するリスクがありま

す。また、原油の高騰、台風や冷夏、暖冬などの天候不順及び震災等による自然災害により、今後の景気後退や

需要の縮小が考えられ、本来大きな売上を見込んでいる時期の業績が伸び悩み、当社グループの業績が影響を受

ける可能性があります。 

 ②人材の確保及び育成について 

 当社グループでは、人材戦略を事業における重要課題のひとつとして捉えており、今後の事業拡大には既存の

従業員に加えて、各分野で十分な知識と組織管理等に精通した人材の確保・育成が不可欠であるという認識をも

っております。 

 当社グループとしては、業界、経験を問わない即戦力化のための中途採用や組織活性化のための新卒採用を積

極的に実施していく方針であります。いずれも継続的な人材の確保を保証するものでなく、適格な人材を十分確

保できなくなった場合には、当社グループの経営成績および今後の事業展開等に影響を及ぼす可能性がありま

す。 

 ③海外での事業展開について 

 当社グループにおける意匠撚糸の経営環境は、現状低価格競争の激化・アパレル製造業の海外（中国）移転・

輸入ニット製品の増勢に伴う国内生産シェアの縮小等極めて厳しい状況にあり、意匠撚糸の国内販売を拡大する

ことが困難な状況にあります。このような状況を踏まえ、中国に中国現地法人、堀田（上海）貿易有限公司を設

立し、同社を中心に意匠撚糸の製造・販売一貫体制を確立し、中国における事業の拡大を推進中であります。こ

のため、今後、当社グループが海外の事業を拡大するうえで為替リスク及び現地の法的規制を受ける可能性があ

ります。 

 ④企業買収・戦略的提携について 

 当社グループは、既存の事業基盤を拡大するため、あるいは新たな事業における進出、補強等のために、事業

戦略の一環として、企業買収や資本提携を含む戦略的提携を行う可能性があります。 

 企業買収や戦略的提携に際しては十分な検討を行っておりますが、買収・提携後の事業計画が当初通りに進捗

しない場合には、業績に影響を与える可能性があります。  

(5）継続企業の前提に関する重要事象等 

 当社グループをとりまく事業環境は厳しい状況が継続しており、当連結会計年度において3期連続の営業損失を

計上しております。このような状況により、継続企業の前提に関する注記を開示するまでには至りませんが、当

社グループが将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせる事象又は状況が存在してお

ります。 

 しかしながら、上記「(1)経営成績に関する分析 ②次期の見通し」に記載のとおり、当該事象又は状況を解消

するために対応策を図っているため、この問題を回避できると判断しております。 
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  当連結会計年度において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営む事業の内容について、変更はありませ

ん。 

 当グループの企業集団は、当社、親会社及び子会社、タケオニシダ・ジャパン株式会社、堀田（上海）貿易有限公

司及、株式会社丸正ベストパートナーグループ及び丸福商事株式会社の６社で構成されております。 

   当社及び連結子会社は主に和装品等の販売、宝飾・毛皮製品等の販売、婦人洋品等の製造・販売、寝装品等の販売

及び意匠撚糸の製造・販売を行っております。 

   その事業の内容と当社及び関係会社の事業における位置付けは次のとおりであります。 

  和装事業・・・・・・・・・留袖、訪問着、振袖、袋帯等の和装品等を販売しております。 

             当社が企画及び販売しております。 

  寝装事業・・・・・・・・・寝装寝具品等を販売しております。 

             当社が企画及び販売しております。 

  洋装事業・・・・・・・・・婦人服及びブラウス、ニット等の婦人洋品と子供・ベビー洋品を製造・販売しており

ます。 

当社及び丸福商事㈱、タケオニシダ・ジャパン㈱が製造・販売しております。    

  宝飾・バッグ事業・・・・・宝石、貴金属等の指輪、ネックレス等の宝飾品、毛皮、レザーを販売しております。 

当社が宝石、貴金属及び毛皮、レザーを販売しております。 

   意匠撚糸事業・・・・・・・意匠撚糸の製造・販売をしております。 

              当社が製造・販売するほか、堀田（上海）貿易有限公司が製造・販売しております。 

  事業の系統図は次のとおりであります。 

  

  

２．企業集団の状況
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(1）会社の経営の基本方針 

  当社グループは、ヤマノグループの一員として、同グループの企業理念である山野愛子の「美道五原則」（髪、

顔、装い、精神美、健康美）に加え、衣・食・住・遊・学に関連した分野への事業領域・商品領域の拡大を目指し

ております。優れた商品力・サービス力・ブランド力で消費者に付加価値の高いライフスタイルを提案すると共

に、安定収益を確保できる企業経営の基盤の拡充を目指しております。 

   このビジョンのもと、当社としては、「お客さま」「取引先」「株主」「社員」「各地域」というすべてのステ

ークホルダーから「価値ある企業」として支持される会社にしていくことを基本方針としております。 

(2）目標とする経営指標 

  当期以降につきましても資産の有効活用を図り、かつ健全な財務体質の維持に努め、さらに増収増益を目指して

おります。そのため重視している経営指標としましては、営業利益率の改善であります。今後も、さらなるコスト

削減意識をもって企業経営に取り組み、安定的利益の確保を目指してまいります。 

(3）中長期的な会社の経営戦略 

    当社グループの本業である和装事業、洋装事業、寝装事業及び意匠撚糸事業に回帰し、選択と集中の見地から限

られた経営資源を本業及び密接な関連事業に集中し、営業資産、営業コストの圧縮による収益力の回復を目的とし

た事業構造改革を図っております。 

  中長期的な会社の戦略といたしましては、 

 1. 事業収益力の向上を図るため、各事業の営業戦略は以下のとおりであります。 

  和装事業………百貨店・専門店を中心とした営業強化と販売経費等の削減による収益力の改善 

  洋装事業………当社、タケオニシダ・ジャパン㈱及び丸福商事㈱の営業・商品ノウハウの共有による営業収益の

拡大 

  寝装事業………物流拠点の集中による低コスト運営 とウレタン事業拡大による収益力の改善 

  意匠撚糸事業…海外子会社における中国市場の営業拡大及び営業収益力の改善  

 2. 当社グループは、子会社丸福商事㈱及びタケオニシダ・ジャパン㈱において、競争力の高い商品開発とブランド

戦略の強化充実を図ります。 

3. 資産運用効率を高めるため、営業資産（商品在庫、売掛金）の見直しを行い、キャッシュ・フロー経営を目指し

ます。 

(4）会社の対処すべき課題 

  当社グループの対処すべき課題は、ブランドの創生と縮小傾向にある市場環境への対応及び資産リスクの対応で

あると考えております。子会社タケオニシダ及び丸福商事におけるブランド事業の売上拡大と収益力の向上を実現

するために、既存のブランドに加え、商品企画力及びデザイン力を活かした新たなブランドの創生が必要であると

考えております。  

  また、縮小傾向にある市場環境への対応としては、現在、きもの市場は若年層及び中年層のきものに対する嗜好

の変化ときもの着用機会の減少などにより、縮小傾向にあります。当社グループはこれらを鑑み、販路の開拓及び

催事効率と資産効率の向上を第一に、選択と集中を図り、ロスのない営業に注力していく考えであります。 

  そして、資産のリスクの対応としては、債権のリスクと商品リスクへの対応が重要であると考えております。債

権リスクに対しては、決算期毎の残高確認と売掛金の年齢管理の徹底を行い、貸倒れやロスの防止に努めておりま

す。商品のリスクに対しては、商品の年齢管理を行い、商品価値の低下や陳腐化を未然に防止するように努めてお

ります。 

(5）その他、会社の経営上重要な事項 

  該当事項はありません。 

  

３．経営方針
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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22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 527,584 316,955

受取手形及び売掛金 2,073,685 1,823,715

商品及び製品 1,391,932 1,406,134

仕掛品 19,080 23,015

原材料及び貯蔵品 82,319 75,266

前払費用 47,839 40,136

短期貸付金 851,509 25,347

未収入金 35,247 18,617

預け金 14,370 6,403

その他 3,401 10,024

貸倒引当金 △89,099 △86,978

流動資産合計 4,957,871 3,658,638

固定資産   

有形固定資産   

建物 313,858 313,858

減価償却累計額 △244,880 △250,228

建物（純額） 68,977 63,630

機械装置及び運搬具 11,862 12,948

減価償却累計額 △11,851 △12,943

機械装置及び運搬具（純額） 10 4

工具、器具及び備品 52,090 37,159

減価償却累計額 △46,591 △33,856

工具、器具及び備品（純額） 5,498 3,303

土地 398,816 282,142

有形固定資産合計 473,303 349,080

無形固定資産   

のれん 128,849 98,532

その他 20,282 32,833

無形固定資産合計 149,132 131,365

投資その他の資産   

投資有価証券 62,007 55,951

長期貸付金 31,797 825,863

破産更生債権等 424,636 410,086

長期前払費用 62,921 52,183

その他 322,207 319,808

貸倒引当金 △460,825 △448,364

投資その他の資産合計 442,745 1,215,529

固定資産合計 1,065,180 1,695,975

資産合計 6,023,052 5,354,614
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 1,832,920 1,739,714

短期借入金 120,000 113,000

1年内返済予定の長期借入金 52,800 52,800

未払法人税等 19,906 23,860

未払消費税等 41,716 1,401

賞与引当金 8,550 －

返品調整引当金 20,688 20,184

その他 230,410 171,173

流動負債合計 2,326,992 2,122,135

固定負債   

長期借入金 84,000 31,200

長期未払金 128,814 102,033

繰延税金負債 3,218 951

その他 216 45

固定負債合計 216,249 134,231

負債合計 2,543,241 2,256,366

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,975,070 1,975,070

資本剰余金 273,664 273,659

利益剰余金 1,412,242 1,038,724

自己株式 △187,681 △187,803

株主資本合計 3,473,294 3,099,650

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金 5,548 312

為替換算調整勘定 967 △1,714

その他の包括利益累計額合計 6,516 △1,402

純資産合計 3,479,810 3,098,248

負債純資産合計 6,023,052 5,354,614
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（２）連結損益計算書及び連結包括利益計算書 
（連結損益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 9,446,138 9,300,892

売上原価 6,342,115 6,300,843

売上総利益 3,104,022 3,000,048

販売費及び一般管理費   

販売手数料 51,537 46,805

賃借料 267,398 295,660

運賃及び荷造費 305,240 270,933

広告宣伝費 105,299 104,783

展示費 68,028 63,257

貸倒引当金繰入額 4,901 17,589

役員報酬 45,474 56,355

給料・賞与及び手当 1,312,831 1,309,670

賞与引当金繰入額 8,550 －

福利厚生費 225,693 218,407

旅費及び交通費 152,509 154,452

事業所税 774 757

減価償却費 13,953 15,568

退職給付費用 9,187 8,248

のれん償却額 22,738 30,317

その他 545,535 553,469

販売費及び一般管理費合計 3,139,653 3,146,277

営業損失（△） △35,630 △146,228

営業外収益   

受取利息 26,198 21,124

受取配当金 1,446 1,707

仕入割引 2,504 1,341

受取賃貸料 11,320 8,832

その他 9,608 6,772

営業外収益合計 51,080 39,779

営業外費用   

支払利息 3,745 5,503

手形売却損 2,790 2,192

為替差損 － 4,426

事務所移転費用 2,328 －

共同施設負担金 594 306

その他 3,919 1,449

営業外費用合計 13,377 13,878

経常利益又は経常損失（△） 2,071 △120,327
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

特別利益   

貸倒引当金戻入額 47,570 7,747

投資有価証券売却益 5,130 －

その他 － 29

特別利益合計 52,701 7,776

特別損失   

投資有価証券評価損 1,156 3,299

店舗閉鎖損失 104 －

投資有価証券売却損 10 －

事務所移転費用 － 5,912

減損損失 － 116,674

災害による損失 － 18,202

廃棄物処理損失 － 5,213

特別損失 1,271 149,303

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損
失（△）

53,501 △261,854

法人税、住民税及び事業税 16,632 19,840

法人税等合計 16,632 19,840

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △281,694

当期純利益又は当期純損失（△） 36,868 △281,694
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（連結包括利益計算書） 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △281,694

その他の包括利益   

その他有価証券評価差額金 － △5,236

為替換算調整勘定 － △2,682

その他の包括利益合計 － △7,918

包括利益 － △289,613

（内訳）   

親会社株主に係る包括利益 － △289,613
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,975,070 1,975,070

当期末残高 1,975,070 1,975,070

資本剰余金   

前期末残高 273,664 273,664

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △4

当期変動額合計 △0 △4

当期末残高 273,664 273,659

利益剰余金   

前期末残高 1,513,516 1,412,242

当期変動額   

剰余金の配当 △138,143 △91,822

当期純利益又は当期純損失（△） 36,868 △281,694

当期変動額合計 △101,274 △373,517

当期末残高 1,412,242 1,038,724

自己株式   

前期末残高 △181,335 △187,681

当期変動額   

自己株式の取得 △6,362 △138

自己株式の処分 16 16

当期変動額合計 △6,346 △121

当期末残高 △187,681 △187,803

株主資本合計   

前期末残高 3,580,915 3,473,294

当期変動額   

剰余金の配当 △138,143 △91,822

当期純利益又は当期純損失（△） 36,868 △281,694

自己株式の取得 △6,362 △138

自己株式の処分 16 12

当期変動額合計 △107,620 △373,643

当期末残高 3,473,294 3,099,650
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

その他の包括利益累計額   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 7,711 5,548

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,163 △5,236

当期変動額合計 △2,163 △5,236

当期末残高 5,548 312

為替換算調整勘定   

前期末残高 720 967

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 246 △2,682

当期変動額合計 246 △2,682

当期末残高 967 △1,714

その他の包括利益累計額合計   

前期末残高 8,432 6,516

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,916 △7,918

当期変動額合計 △1,916 △7,918

当期末残高 6,516 △1,402

純資産合計   

前期末残高 3,589,348 3,479,810

当期変動額   

剰余金の配当 △138,143 △91,822

当期純利益又は当期純損失（△） 36,868 △281,694

自己株式の取得 △6,362 △138

自己株式の処分 16 12

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △1,916 △7,918

当期変動額合計 △109,537 △381,562

当期末残高 3,479,810 3,098,248
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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21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23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（△）

53,501 △261,854

減価償却費 13,953 15,568

減損損失 － 116,674

のれん償却額 22,738 30,317

貸倒引当金の増減額（△は減少） △73,081 △14,582

賞与引当金の増減額（△は減少） 50 △8,550

保証債務の増減額（△は減少） △386 △227

返品調整引当金の増減額（△は減少） △925 △504

受取利息及び受取配当金 △27,645 △22,832

支払利息 3,745 5,503

投資有価証券評価損益（△は益） 1,156 3,299

投資有価証券売却損益（△は益） △5,120 －

売上債権の増減額（△は増加） 190,852 242,597

たな卸資産の増減額（△は増加） 289,432 △16,296

仕入債務の増減額（△は減少） △414,729 △82,314

長期未払金の増減額（△は減少） △92,804 △26,780

長期預け金の増加額 △11,405 △6,490

未収入金の増減額（△は増加） 23,331 16,568

その他 28,701 △61,653

小計 1,362 △71,554

利息及び配当金の受取額 27,645 22,832

利息の支払額 △4,744 △5,706

法人税等の支払額 △14,059 △16,497

営業活動によるキャッシュ・フロー 10,203 △70,926

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の払戻による収入 500,000 －

担保預金の増減額（△は増加） 25,781 22,100

投資有価証券の売却による収入 13,716 －

投資有価証券の取得による支出 △2,575 －

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△260,977 －

営業譲受による支出 △40,815 －

有価証券の取得による支出 － △4,747

有形固定資産の取得による支出 △991 △2,668

無形固定資産の取得による支出 △6,162 △19,668

貸付金の回収による収入 426,835 53,338

貸付けによる支出 △521,545 △21,241

敷金保証金の増加による支出 △1,281 △8,968

敷金及び保証金の回収による収入 － 17,714

差入保証金の回収による収入 5,608 －

その他 － △20

投資活動によるキャッシュ・フロー 137,590 35,838
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） 1,000 △7,000

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 △13,200 △52,800

自己株式の取得による支出 △6,362 △138

自己株式の処分による収入 16 12

配当金の支払額 △135,337 △92,528

財務活動によるキャッシュ・フロー △3,883 △152,455

現金及び現金同等物に係る換算差額 2 △986

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 143,912 △188,529

現金及び現金同等物の期首残高 313,649 457,562

現金及び現金同等物の期末残高 457,562 269,033
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 該当事項はありません。 

(5)継続企業の前提に関する注記

(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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．連結の範囲に関する事項 

(1)子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数４社 

１．連結の範囲に関する事項 

(1)子会社は全て連結しております。 

連結子会社の数４社 

連結子会社の名称 

 株式会社丸正ベストパートナーグループ 

     タケオニシダ・ジャパン株式会社 

     堀田（上海）貿易有限公司  

丸福商事株式会社  

      丸福商事株式会社は、平成21年６月１日付で全

株式を取得し、子会社としたことにより連結の範

囲に含めております。なお、みなし取得日は平成

21年６月30日としております。 

連結子会社の名称 

 株式会社丸正ベストパートナーグループ 

     タケオニシダ・ジャパン株式会社 

     堀田（上海）貿易有限公司  

丸福商事株式会社  

       

２．持分法の適用に関する事項 

(1)持分法を適用する関連会社はありません。 

(2)持分法を適用しない関連会社の名称 

 株式会社西田デザイン事務所  

持分法を適用しない理由 

 持分法非適用会社は、当期純損益（持分に見合う額）

及び利益剰余金（持分に見合う額）等からみて、持分法

の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす影響が軽微で

あり、かつ、全体としても重要性がないため持分法の範

囲から除外しております。  

２．持分法の適用に関する事項 

 該当事項はありません。 

  

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、堀田（上海）貿易有限公司の決算

日は12月31日であります。当連結子会社の連結財務諸

表の作成に当たっては、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等に関する事項 

同左 

堀田丸正㈱（8105）　平成23年3月期決算短信

15



  

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３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 

(イ)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） 

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 

(イ)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 

 移動平均法に基づく原価法 

時価のないもの 

同左 

(ロ)たな卸資産 

商品 

和装・宝石 

個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定） 

(ロ)たな卸資産 

商品 

和装・宝石 

同左 

その他 

総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定） 

その他 

同左 

製品・原材料・仕掛品  

総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定） 

製品・原材料・仕掛品  

同左 

貯蔵品  

終仕入原価法 

貯蔵品  

同左 

    

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(イ)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日以降に取得し

た建物（附属設備を除く）については定額法）を採

用しております。 

 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税

法に規定する方法と同一の基準によっております。

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法 

(イ)有形固定資産（リース資産を除く） 

 同左 

(ロ)無形固定資産（リース資産を除く） 

定額法を採用しております。 

なお、償却年数については、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっております。 

ただし、ソフトウェア（自社利用分）について

は、社内における利用可能期間（５年）に基づく

定額法によっております。 

(ロ)無形固定資産（リース資産を除く） 

同左 

(ハ)長期前払費用 

定額法を採用しております。 

なお、償却年数については、法人税法に規定する

方法と同一の基準によっております。 

(ハ)長期前払費用 

同左 
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前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

(3)重要な引当金の計上基準 

(イ)貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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可能性を勘案

し、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 

(イ)貸倒引当金 

同左 

(ロ)賞与引当金 

従業員賞与の支出に備え、支給見込額基準により

計上しております。 

(ロ)賞与引当金 

        同左 

(ハ)返品調整引当金 

 和洋既製服売上等に係る返品に対処するため、当

連結会計年度末以前２ヶ月間の売上高を基礎として

返品見込額のうち売買利益相当額を計上しておりま

す。 

(ハ)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、決

算日の直物為替相場により円貨に換算し、収益及び費

用は期中平均相場により円貨換算し、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。 

(4)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 

(5)のれんの償却方法及び償却期間 

─────  

(5)のれんの償却方法及び償却期間 

 のれんの償却については、５年間の定額法により償却

を行っております。           

 (6)連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

─────  

 (6)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・フロー計算における資金（現金及び

現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価格の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっております。 

(7)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項            

(7)その他連結財務諸表作成のための基本となる重要な

事項            

(イ）消費税等の会計処理 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりま

す。 

(イ）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方法は、全面時価評

価法によっております。 

５．連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 

───── 

６．のれんの償却に関する事項 

のれんは、５年間で均等償却しております。 

６．のれんの償却に関する事項 

─────  

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・フロー計算における資金（現金及び

現金同等物）は、手許現金、随時引き出し可能な預金及

び容易に換金可能であり、かつ、価格の変動について僅

少なリスクしか負わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっております。 

７．連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 

─────  
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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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

───── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当連結会計年度より、「資産除去債務に関する会計基

準」（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資

産除去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準

適用指針第21号 平成20年3月31日）を適用しておりま

す。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税金等調整前純損

失に与える影響はありません。 

 なお、国内の事務所等で建物を賃借しており、不動産賃

貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を

有しておりますが、当該資産に関連する賃借資産の使用期

間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていない

ことから、資産除去債務を合理的に見積もることができま

せん。そのため当該債務に見合う資産除去債務を計上して

おりません。  

(8)表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

───── （連結損益計算書） 

 当連結会計年度より、「連結財務諸表に関する会計基

準」（企業会計基準第22号 平成20年12月26日）に基づ

き、「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21年３月24日 内閣

府令第５号）を適用し、「少数株主損益調整前当期純利

益」の科目で表示しております。  

(9)追加情報

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

─────  当連結会計年度より、「包括利益の表示に関する会計基

準」（企業会計基準第25号 平成22年６月30日）を適用し

ております。ただし、「その他の包括利益累計額」及び

「その他の包括利益累計額合計」の前連結会計年度の金額

は「評価・換算差額等」及び「評価・換算差額等合計」の

金額を記載しております。  
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(10)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22年３月31日） 

当連結会計年度 
（平成23年３月31日） 

※１．担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。 

※１．担保に供している資産並びに担保付債務は次のとお

りであります。 

建物     千円 58,105 （帳簿価額）

土地  287,505 （  〃  ）

計  345,611 （帳簿価額）

建物     千円55,184 （帳簿価額）

土地  170,831 （  〃  ）

計  226,015 （帳簿価額）

上記は、当社他15社が組合員である協同組合東京ベ・

マルシェの東京都からの高度化資金借入金

千円および商工組合中央金庫からの借入金

千円の共同担保に供しております。 

5,526,091

2,360,033

上記は、当社他15社が組合員である協同組合東京ベ・

マルシェの東京都からの高度化資金借入金

千円および商工組合中央金庫からの借入金

千円の共同担保に供しております。 

5,265,523

2,096,226

  

担保付債務  

上記は、連結子会社丸福商事㈱の借入金120,000千円

に対し担保として供しております。  

現金及び預金  千円70,022 （帳簿価額）

受取手形   59,327 （  〃  ）

 計   129,349 （帳簿価額）

短期借入金   千円 120,000

  

担保付債務  

上記は、連結子会社丸福商事㈱の借入金 千円

に対し担保として供しております。  

現金及び預金  千円47,922 （帳簿価額）

受取手形    52,077 （  〃  ）

 計    100,000 （帳簿価額）

短期借入金   千円 113,000

113,000

２．手形割引高及び裏書譲渡高 ２．手形割引高及び裏書譲渡高 

受取手形割引高  千円50,071

受取手形裏書譲渡高  千円25,020

受取手形割引高  千円45,097

受取手形裏書譲渡高  千円30,833

３．偶発債務 

  債務保証  

３．偶発債務 

  債務保証  

次の協同組合について、金融機関からの借入に対し

債務保証を行っております。  

  

保証先 金額（千円） 内容 

協同組合東京

べ・マルシェ 
   136,800 借入債務 

計    136,800   ― 

次の協同組合について、金融機関からの借入に対し

債務保証を行っております。  

  

保証先 金額（千円） 内容 

協同組合東京

べ・マルシェ 
   84,000 借入債務 

計    84,000   ― 
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当連結会計年度（自 平成22年４月１日 至 平成23年３月31日） 

※１ 当連結会計年度の直前連結会計年度における包括利益    

     

※２ 当連結会計年度の直前連結会計年度におけるその他の包括利益    

  

（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

─────     減損損失 

 当連結会計年度において、当社グループは以下の資

産について減損損失を計上しました。  

  

 当社グループは、事業用資産については営業拠点

単位で行っております。事業用資産に供していない

資産については個別資産ごとにグルーピングを行っ

ております。この結果、賃貸資産について、賃貸価

格の下落及び時価が帳簿価額に対して著しく下落し

ているため、当連結会計年度において帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、116百万円を減損損失として

特別損失に計上しております。  

 回収可能価額は使用価値により測定し、将来キャ

ッシュ・フローを2.05％で割り引いて算定していま

す。  

場所 用途 種類 

東京都江戸川区 賃貸資産 土地 

（連結包括利益計算書関係）

親会社株主に係る包括利益 千円38,784

少数株主に係る包括利益  －

 計 38,784

その他有価証券評価差額金 千円△2,163

為替換算調整勘定  246

 計 △1,916
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前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３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株式数の増加133,644株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加129,000株、

単元未満株式の買取による増加4,644株であります。 

 ２.普通株式の自己株式の株式数の減少300株は、単元未満株式の売渡による減少であります。 

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 

(1)配当金支払額 

  

(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 

（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  49,280,697  －  －  49,280,697

合計  49,280,697  －  －  49,280,697

自己株式         

普通株式（注１）.（注２）  3,232,976  133,644  300  3,366,320

合計  3,232,976  133,644  300  3,366,320

  
  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

1株当たり 
配当額  
（円） 

基準日 効力発生日   

平成21年５月19日 

取締役会 
普通株式  138,143  3.00 平成21年３月31日 平成21年６月29日   

  
  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
1株当たり 
配当額  
（円） 

基準日 効力発生日 

平成22年５月14日 

取締役会 
普通株式  91,827 利益剰余金   2.00 平成22年３月31日 平成22年６月28日
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当連結会計年度（自平成22年４月１日 至平成23年３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株式数の増加3,407株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

 ２.普通株式の自己株式の株式数の減少300株は、単元未満株式の売渡による減少であります。 

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 

(1)配当金支払額 

  

(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 

  
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  49,280,697  －  －  49,280,697

合計  49,280,697  －  －  49,280,697

自己株式         

普通株式（注１）.（注２）  3,366,320  3,407  300  3,369,427

合計  3,366,320  3,407  300  3,369,427

  
  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

1株当たり 
配当額  
（円） 

基準日 効力発生日   

平成22年５月14日 

取締役会 
普通株式  91,827  2.00 平成22年３月31日 平成22年６月28日   

  
  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資 
1株当たり 
配当額  
（円） 

基準日 効力発生日 

平成23年５月18日 

取締役会 
普通株式  45,911 利益剰余金   1.00 平成23年３月31日 平成23年６月29日
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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21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23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22年３月31日現在）

※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23年３月31日現在）

現金及び預金勘定    千円527,584

担保に供している預金  △70,022

現金及び現金同等物  457,562

現金及び預金勘定    千円316,955

担保に供している預金  △47,922

現金及び現金同等物  269,033

 ※２．当連結会計年度に事業の譲受けにより増加した資産

及び負債の主な内訳 

 ㈱ヤマノジュエリーシステムズからの事業譲受けに

より取得した資産及び負債の主な内訳は次のとおりで

あります。 

───── 

流動資産 千円3,287

固定資産  38,009

  資産合計  41,296

流動負債  －

固定負債  －

  負債合計  －

  

 ※３．当連結会計年度中に株式の取得により新たに連結子

会社となった会社の資産及び負債の主な内訳 

 株式の取得により新たに丸福商事㈱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丸福商

事㈱取得価額と丸福商事㈱取得のための支出（純額）

との関係は次のとおりであります。 

───── 

流動資産   千円740,941

固定資産  28,918

のれん   151,587

流動負債  △602,648

固定負債  △1,000

丸福商事㈱株式の取得価額   317,800

丸福商事㈱現金及び現金同等物   △56,822

差引：丸福商事㈱取得による支出   260,977
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前連結会計年度（自平成21年４月１日 至平成22年３月31日） 

 （注）１．事業区分の方法 

事業は、商品の種類で区分しております。 

２．各区分に属する主要な商品 

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223,638千円であり、その主なもの

は、当社の一般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の金額は784,190千円であり、その主なものは、当社での

一般管理部門に係る資産であります。 

  

（セグメント情報等）

【事業の種類別セグメント情報】

  和装事業 
（千円） 

寝装事業  
（千円）  

洋装事業 
（千円）  

宝飾・バッグ事
業  

（千円）  
意匠撚糸事業

（千円） 
その他の事
業 
（千円） 

計 
（千円） 

消去又は全
社 
（千円） 

連結
（千円） 

Ⅰ 売上高及び営業損益                                                      

売上高                                                      

(1）外部顧客に対する

売上高 
 2,096,597  1,995,967  3,865,098  242,256  1,246,217  －  9,446,138  －  9,446,138

(2）セグメント間の内

部売上高又は振

替高 
 －  －  －  －  －  2,990  2,990  (2,990)  －

計  2,096,597  1,995,967  3,865,098  242,256  1,246,217  2,990  9,449,128  (2,990)  9,446,138

営業費用  2,062,724  1,958,111  3,780,449  244,169  1,212,670  2,995  9,261,120  (220,648)  9,481,768

営業利益又は営業

損失（△） 
 33,873  37,855  84,649  △1,912  33,546  △5  188,007  (223,638)  △35,630

Ⅱ 資産、減価償却費及

び資本的支出 
                                                     

資産  1,681,887  854,429  1,933,168  151,344  607,701  34,646  5,263,176  759,875  6,023,052

減価償却費  183  1,246  4,475  95  136  10  6,149  7,803  13,953

減損損失  －  －  －  －  －  －  －  －  －

資本的支出  －  2,007  57,791  －  84  325  60,207  2,261  62,469

事業区分 主要な商品   

和装事業  留袖、訪問着、振袖、袋帯等の和装品    

寝装事業 羽毛・羊毛ふとん、毛布、タオルケット、カバー等の寝装品    

 洋装事業 
 ブラウス、ニット、スカート、パンツ、ワンピース、スーツ等の婦

人洋品 
  

 宝飾・バッグ事業 宝石、貴金属等の指輪、ネックレス等の宝飾品、毛皮、レザー等    

意匠撚糸事業  
リングヤーン、シャギーヤーン、ポーラヤーン、テープヤーン、特

殊紡績糸  
  

その他の事業   人材派遣   
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前連結会計年度（自平成21年４月１日  至平成22年３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21年４月１日 至平成22年３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。 

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．報告セグメントの概要 

 当社の報告セグメントは、当社の構成単位のうち分離された財務情報が入手可能であり、取締役会が、経営

資源の配分の決定及び業績を評価するために、定期的に検討を行う対象となっているものであります。  

 当社は、取り扱い商品別に事業本部を置き、事業活動を展開しております。 

 したがって、当社は、事業本部を基礎とした取り扱い商品別のセグメントから構成されており、「和装事

業」「寝装事業」「洋装事業」「宝飾・バッグ事業」「意匠撚糸事業」の５つを報告セグメントとしておりま

す。 

 「和装事業」は、留袖、訪問着、振袖、袋帯等の和装品を卸売販売しております。「寝装事業」は、羽毛、

羊毛ふとん、毛布、タオルケット等の寝装品を卸売販売しております。「洋装事業」は、ブラウス、ニット、

スカート、パンツ、ワンピース、スーツ等の婦人洋品を卸売販売しております。「宝飾・バッグ事業」は、宝

石、貴金属等の指輪、ネックレス等の宝飾品、毛皮、バッグ等の卸売販売をしております。「意匠撚糸事業」

は、リングヤーン、シャギーヤーン、ポーラヤーン、殊紡績糸等を製造卸売販売しております。 

  

２．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、その他の項目の金額の算定方法 

 報告されている事業セグメントの会計処理の方法は「連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項」に

おける記載と概ね同一であります。 

 報告セグメントの利益は、営業利益ベースの数値であります。 

 セグメント間の内部収益及び振替高は市場実勢価格に基づいております。 

【所在地別セグメント情報】

【海外売上高】

【セグメント情報】

堀田丸正㈱（8105）　平成23年3月期決算短信

25



  

３．報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産、負債その他の項目の金額に関する情報 

（注）１．「その他」区分は、報告セグメントに含まれない事業セグメントであり、人材派遣事業を含んでおりま

す。  

２．セグメント利益の調整額△234,652千円には、セグメント間取引消去△363千円、のれん償却額30,317千

円、各報告セグメントに配分していない全社費用204,697千円が含まれております。全社費用は、主に報

告セグメントに帰属しない一般管理部門経費であります。  

３．セグメント資産の調整額2,334千円には、セグメント間債権の相殺消去△596,074千円、各報告セグメン

トに配分していない本社資産600,822千円及びたな卸資産の調整額△2,413千円が含まれております。 

４．減価償却費並びに有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額は、各報告セグメントに配分してい

ない本社資産であります。 

５．セグメント利益又は損失（△）は、連結損益計算書の営業損失と調整を行っております。 

  

（追加情報） 

 第１四半期連結会計期間より、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」（企業会計基準第17号 平成

21年３月27日）及び「セグメント情報等の開示に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第20号

平成20年３月21日）を適用しております。 

  

  

  

報告セグメント 

その他

(注１）

（千円）

合計 
（千円） 

調整額 
（千円） 

連結財務

諸表 
計上額 
（千円）

和装事業

（千円）

寝装事業 
（千円） 

洋装事業

(千円） 

宝飾・バ

ッグ事業

（千円）

意匠撚糸

事業 
（千円）

計

（千円）

 売上高                     

(1）外部顧客に対

する売上高 
1,907,106  1,684,899 4,157,468 180,215 1,371,202 9,300,892  －  9,300,892  － 9,300,892

(2）セグメント間

の内部売上高

又は振替高 

 －  －  －  －  －  － 3,013  3,013  △3,013  －

計 1,907,106  1,684,899 4,157,468 180,215 1,371,202 9,300,892 3,013  9,303,905  △3,013 9,300,892

セグメント利益

（又はセグメント

損失）  

7,950  4,722 16,833 △4,839 62,265 86,933 1,490  88,423  △234,652 △146,228

セグメント資産 1,348,237  643,008 2,410,452 113,570 802,711 5,317,980 34,299  5,352,280  2,334 5,354,614

その他の項目                                                

減価償却費 58  1,251 4,899 37 162 6,409 65  6,474  9,094 15,568

有形固定資産及

び無形固定資産

の増加額 

－  － 1,700 － 1,771 3,471 －  3,471  17,130 20,601
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当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

１．製品及びサービスごとの情報 

 セグメント情報に同様の情報を開示しているため記載を省略しております。 

  

２．地域ごとの情報 

(1）売上高 

 本邦の外部顧客への売上高が連結損益計算書の売上高の90％を超えるため、記載を省略しております。

(2）有形固定資産 

 本邦に所在している有形固定資産の金額が連結貸借対照表の有形固定資産の金額の90％を超えるため、

記載を省略しております。  

  

３．主要な顧客ごとの情報 

 主要な顧客に関する情報は、単一の外部顧客への売上高が、連結損益計算書の売上高の10％未満である

ため、記載を省略しております。 

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

（単位：千円） 

  

  

当連結会計年度（自平成22年４月１日  至平成23年３月31日） 

 （単位：千円） 

  

【関連情報】

【報告セグメントごとの固定資産の減損損失に関する情報】

  和装事業 洋装事業 寝装事業
宝飾・バッ

グ事業 
意匠撚糸 その他  全社・消去 合計 

 減損損失   －   －   －   －   －   －  116,647 116,647

【報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報】

  和装事業 洋装事業 寝装事業
宝飾・バッ

グ事業 
意匠撚糸 その他  全社・消去 合計 

当期償却額   －  30,317   －   －   －   －  －  30,317

当期末残高   －  98,532   －   －   －   －  －  98,532
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 （注） 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の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自平成21年４月１日 
至平成22年３月31日） 

当連結会計年度 
（自平成22年４月１日 
至平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭75 79

１株当たり当期純利益 円 銭0 80

１株当たり純資産額 円 銭67 48

１株当たり当期純損失 円 銭6 14

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、

潜在株式が存在してい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については、

１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存在して

いないため記載しておりません。 

  
前連結会計年度 

(自平成21年４月１日 
至平成22年３月31日) 

当連結会計年度 
(自平成22年４月１日 
至平成23年３月31日) 

１株当たり当期純利益金額は１株当たり当

期純損失金額 
           

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
 36,868  △281,694

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当期純損

失（△）（千円） 
 36,868  △281,694

期中平均株式数（株）  46,004,202  45,912,594

（重要な後発事象）
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（１）事業部別生産実績 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

２．和装事業、寝装事業及び宝飾・バッグ事業については生産活動を伴わないため記載しておりません。 

（２）事業部別売上高 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

（３）事業部別仕入高 

 （注）１．上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

５．事業部別生産実績、売上高及び仕入高

事業部 

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）

増減 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
増減率 
（％） 

洋装事業  331,133  38.9  276,383  34.2  △54,749  △16.5

意匠撚糸事業   520,478  61.1  531,803  65.8  11,325  2.2

合計  851,611  100.0  808,187  100.0  △43,424  △5.1

事業部 

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）

増減 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
増減率 
（％） 

和装事業  2,096,597  22.2  1,907,106  20.5  △189,490  △9.0

寝装事業  1,995,967  21.1  1,684,899  18.1  △311,068  △15.6

洋装事業   3,865,098  40.9  4,157,468  44.7  292,370  7.6

宝飾・バッグ事業   242,256  2.6  180,215  1.9  △62,040  △25.6

意匠撚糸事業   1,246,217  13.2  1,371,202  14.7  124,984  10.0

合計  9,446,138  100.0  9,300,892  100.0  △145,245  △1.5

事業部 

前連結会計年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日）

当連結会計年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日）

増減 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
構成比 
（％） 

金額（千円） 
増減率 
（％） 

和装事業  1,096,709  21.0  1,061,182  19.2  △35,526  △3.2

寝装事業  1,488,989  28.6  1,227,613  22.3  △261,376  △17.6

洋装事業   2,159,506  41.5  2,533,736  46.0  374,229  17.3

宝飾・バッグ事業  155,034  3.0  117,441  2.1  △37,593  △24.2

意匠撚糸事業  308,328  5.9  571,281  10.4  262,952  85.3

合計  5,208,569  100.0  5,511,255  100.0  302,685  5.8
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６．個別財務諸表 
(1) 貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 391,818 235,318

受取手形 487,174 448,030

売掛金 1,064,250 857,865

商品及び製品 1,050,707 990,188

原材料及び貯蔵品 59,442 54,292

前払費用 39,915 33,618

短期貸付金 897,848 53,547

未収入金 40,467 27,517

預け金 14,320 6,353

その他 2,729 5,188

貸倒引当金 △36,101 △39,461

流動資産合計 4,012,572 2,672,459

固定資産   

有形固定資産   

建物 271,528 271,528

減価償却累計額 △207,225 △211,640

建物（純額） 64,303 59,888

機械及び装置 2,900 2,900

減価償却累計額 △2,897 △2,899

機械及び装置（純額） 2 0

車両運搬具 7,408 6,709

減価償却累計額 △7,401 △6,705

車両運搬具（純額） 7 3

工具、器具及び備品 30,021 15,029

減価償却累計額 △28,597 △14,091

工具、器具及び備品（純額） 1,423 938

土地 390,646 273,972

有形固定資産合計 456,384 334,803

無形固定資産   

商標権 29 0

ソフトウエア 13,020 24,025

電話加入権 4,894 4,894

無形固定資産合計 17,944 28,920

投資その他の資産   

投資有価証券 47,012 41,442

関係会社株式 187,662 187,662

出資金 10,141 10,141

長期貸付金 19,764 19,250

従業員長期貸付金 8,733 6,113

関係会社長期貸付金 649,600 1,448,369

破産更生債権等 405,263 395,396

長期預け金 145,718 152,208

敷金及び保証金 129,324 124,458

その他 7,307 7,307

貸倒引当金 △681,992 △710,788

投資その他の資産合計 928,535 1,681,561

固定資産合計 1,402,864 2,045,285

資産合計 5,415,437 4,717,745
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成22年３月31日) 

当事業年度 
(平成23年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

支払手形 1,060,734 938,646

買掛金 376,643 312,912

1年内返済予定の長期借入金 52,800 52,800

未払金 109,204 60,190

未払費用 41,485 39,643

未払法人税等 18,329 20,931

未払事業所税 789 757

未払消費税等 29,158 －

前受金 592 24

預り金 13,328 12,212

賞与引当金 8,550 －

返品調整引当金 17,106 17,037

その他 490 441

流動負債合計 1,729,214 1,455,595

固定負債   

長期借入金 84,000 31,200

長期未払金 115,388 90,774

繰延税金負債 3,218 951

その他 216 45

固定負債合計 202,822 122,971

負債合計 1,932,036 1,578,567

純資産の部   

株主資本   

資本金 1,975,070 1,975,070

資本剰余金   

資本準備金 123,189 123,189

その他資本剰余金 220,475 220,470

資本剰余金合計 343,665 343,660

利益剰余金   

利益準備金 14,843 14,843

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 1,332,814 992,021

利益剰余金合計 1,347,658 1,006,865

自己株式 △187,681 △187,803

株主資本合計 3,478,711 3,137,792

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 4,688 1,386

評価・換算差額等合計 4,688 1,386

純資産合計 3,483,400 3,139,178

負債純資産合計 5,415,437 4,717,745
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(2) 損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

売上高 6,608,037 6,003,424

売上原価   

商品期首たな卸高 1,273,484 1,050,707

当期商品仕入高 3,791,113 3,509,161

当期製品製造原価 520,478 541,833

合計 5,585,075 5,101,701

他勘定振替高 － △3,640

他勘定受入高 2,118 －

製品及び商品期末たな卸高 1,050,707 990,188

売上原価合計 4,536,487 4,107,872

売上総利益 2,071,550 1,895,552

返品調整引当金繰入額 17,106 17,037

返品調整引当金戻入額 17,413 17,106

返品調整引当金繰入戻入（純額） 307 69

差引売上総利益 2,071,858 1,895,621

販売費及び一般管理費   

販売手数料 51,117 45,942

賃借料 214,401 236,195

運賃及び荷造費 210,118 165,061

広告宣伝費 103,974 103,562

展示費 68,028 63,257

役員報酬 47,454 54,195

給料・賞与及び手当 152,414 122,981

賞与引当金繰入額 8,550 －

福利厚生費 38,737 27,608

旅費及び交通費 108,960 103,611

諸手数料 57,032 56,618

事業所税 774 757

減価償却費 9,752 11,060

貸倒引当金繰入額 － 17,310

退職給付費用 9,187 8,248

業務委託費 770,378 744,675

その他 263,527 248,046

販売費及び一般管理費合計 2,114,409 2,009,134

営業損失（△） △42,551 △113,512
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

営業外収益   

受取利息 49,762 48,384

受取配当金 1,316 1,420

仕入割引 2,237 1,246

受取賃貸料 11,320 8,832

その他 4,243 2,679

営業外収益合計 68,881 62,563

営業外費用   

支払利息 956 2,122

手形売却損 1,916 1,022

共同施設負担金 594 －

貸倒引当金繰入額 1,200 －

事務所移転費用 2,328 －

その他 3,083 969

営業外費用合計 10,078 4,114

経常利益又は経常損失（△） 16,251 △55,063

特別利益   

貸倒引当金戻入額 28,476 1,919

投資有価証券売却益 5,117 －

その他 － 29

特別利益合計 33,594 1,949

特別損失   

投資有価証券評価損 1,156 －

関係会社貸倒引当金繰入額 － 33,346

事務所移転費用 － 5,246

事務所閉鎖損 － 666

減損損失 － 116,674

災害による損失 － 17,909

廃棄物処理損失 － 5,213

その他 114 －

特別損失合計 1,271 179,056

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 48,575 △232,170

法人税、住民税及び事業税 15,200 16,800

当期純利益又は当期純損失（△） 33,375 △248,970
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 （注）当社の原価計算の方法は工程別、総合原価計算を採用しております。 

(3）製造原価明細書

    
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

区分 
注記 
番号 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

金額（百万円） 
百分比 
（％） 

Ⅰ 材料費     324,388  62.3  330,485  61.0

Ⅱ 経費    196,090  37.7  211,347  39.0

  （内、外注加工費）    (196,090)        (211,347)      

当期製品製造原価      520,478  100.0  541,833  100.0
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(4) 株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 1,975,070 1,975,070

当期末残高 1,975,070 1,975,070

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 123,189 123,189

当期末残高 123,189 123,189

その他資本剰余金   

前期末残高 220,475 220,475

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △4

当期変動額合計 △0 △4

当期末残高 220,475 220,470

資本剰余金合計   

前期末残高 343,665 343,665

当期変動額   

自己株式の処分 △0 △4

当期変動額合計 △0 △4

当期末残高 343,665 343,660

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 14,843 14,843

当期末残高 14,843 14,843

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 1,437,582 1,332,814

当期変動額   

剰余金の配当 △138,143 △91,822

当期純利益又は当期純損失（△） 33,375 △248,970

当期変動額合計 △104,767 △340,793

当期末残高 1,332,814 992,021

利益剰余金合計   

前期末残高 1,452,426 1,347,658

当期変動額   

剰余金の配当 △138,143 △91,822

当期純利益又は当期純損失（△） 33,375 △248,970

当期変動額合計 △104,767 △340,793

当期末残高 1,347,658 1,006,865
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成22年３月31日) 

当事業年度 
(自 平成22年４月１日 
 至 平成23年３月31日) 

自己株式   

前期末残高 △181,335 △187,681

当期変動額   

自己株式の取得 △6,362 △138

自己株式の処分 16 16

当期変動額合計 △6,345 △121

当期末残高 △187,681 △187,803

株主資本合計   

前期末残高 3,589,825 3,478,711

当期変動額   

剰余金の配当 △138,143 △91,822

当期純利益又は当期純損失（△） 33,375 △248,970

自己株式の取得 △6,362 △138

自己株式の処分 16 12

当期変動額合計 △111,114 △340,919

当期末残高 3,478,711 3,137,792

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金   

前期末残高 6,828 4,688

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,139 △3,302

当期変動額合計 △2,139 △3,302

当期末残高 4,688 1,386

評価・換算差額等合計   

前期末残高 6,828 4,688

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,139 △3,302

当期変動額合計 △2,139 △3,302

当期末残高 4,688 1,386

純資産合計   

前期末残高 3,596,654 3,483,400

当期変動額   

剰余金の配当 △138,143 △91,822

当期純利益又は当期純損失（△） 33,375 △248,970

自己株式の取得 △6,362 △138

自己株式の処分 16 12

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,139 △3,302

当期変動額合計 △113,253 △344,222

当期末残高 3,483,400 3,139,178

堀田丸正㈱（8105）　平成23年3月期決算短信

36



 該当事項はありません。 

   

(5)継続企業の前提に関する注記

(6)重要な会計方針

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式 

 移動平均法に基づく原価法 

１．有価証券の評価基準及び評価方法 

子会社株式 

同左 

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） 

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 

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 

商品 

和装・宝石 

個別法に基づく原価法（貸借対照表価額は収

益性の低下に基づく簿価切下げの方法により

算定） 

２．たな卸資産の評価基準及び評価方法 

商品 

和装・宝石 

同左 

その他 

総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は

収益性の低下に基づく簿価切下げの方法によ

り算定） 

その他 

同左 

製品・原材料 

総平均法に基づく原価法（貸借対照表価額は収益

性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）

製品・原材料 

同左 

貯蔵品 

終仕入原価法 

貯蔵品 

同左 

堀田丸正㈱（8105）　平成23年3月期決算短信

37



前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

３．固定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日以降に取得した

建物（附属設備を除く）については、定額法）を採用

しております。 

 なお、耐用年数及び残存価額については、法人税法

に規定する方法と同一の基準によっております。 

３．固定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） 

 同左 

(２)無形固定資産（リース資産を除く） 

 定額法を採用しております。 

 なお、償却年数については、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。 

 ただし、ソフトウェア（自社利用分）については、

社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法に

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)長期前払費用 

 定額法を採用しております。 

 なお、償却年数については、法人税法に規定する方

法と同一の基準によっております。 

(３)長期前払費用 

 同左 

４．外貨建の資産及び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。 

４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準 

同左 

５．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、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可能性を勘案し、回収

不能見込額を計上しております。 

５．引当金の計上基準 

(1)貸倒引当金 

同左 

(2)賞与引当金 

 従業員賞与の支出に備え、支給見込額基準により計

上しております。 

(2)賞与引当金 

同左 

(3)返品調整引当金 

 和洋既製服売上に係る返品に対処するため、当期末

以前２ヶ月間の売上高を基礎として返品見込額のうち

売買利益相当額を計上しております。 

(3)返品調整引当金 

同左 

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 

 消費税等の会計処理は、税抜方式によっておりま

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 

同左 
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 該当事項はありません。 

(7)会計処理方法の変更

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

───── （資産除去債務に関する会計基準の適用） 

 当事業年度より、「資産除去債務に関する会計基準」

（企業会計基準第18号 平成20年３月31日）及び「資産除

去債務に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用

指針第21号 平成20年3月31日）を適用しております。 

 これにより、営業損失、経常損失及び税引前当期純損失

に与える影響はありません。 

 なお、国内の事務所等で建物を賃借しており、不動産賃

貸借契約に基づき、退去時における原状回復に係る債務を

有しておりますが、当該資産に関連する賃借資産の使用期

間が明確でなく、現在のところ移転等も予定されていない

ことから、資産除去債務を合理的に見積もることができま

せん。そのため当該債務に見合う資産除去債務を計上して

おりません。 

(8)表示方法の変更
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(9)個別財務諸表に関する注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成22年３月31日） 

当事業年度 
（平成23年３月31日） 

※１．担保提供資産の内訳は次のとおりであります。 ※１．担保提供資産の内訳は次のとおりであります。 

建物 千円58,105 （帳簿価額） 

土地  287,505 （〃） 

 計  345,611 （帳簿価額） 

建物 千円55,184 （帳簿価額） 

土地  170,831 （〃） 

 計  226,015 （帳簿価額） 

上記は、当社他15社が組合員である協同組合東京ベ・

マルシェの東京都からの高度化資金借入金

千円および商工組合中央金庫からの借入金

千円の共同担保に供しております。 

5,526,091

2,360,033

上記は、当社他15社が組合員である協同組合東京ベ・

マルシェの東京都からの高度化資金借入金

千円および商工組合中央金庫からの借入金

千円の共同担保に供しております。 

5,265,523

2,096,226

※２．関係会社に対する資産・負債のうち、区分掲記した

もの以外の主なものは次のとおりであります。 

※２．関係会社に対する資産・負債のうち、区分掲記した

もの以外の主なものは次のとおりであります。 

受取手形 千円57,977

売掛金  105,425

短期貸付金  896,338

未収入金  6,320

買掛金  361

未払金  9,056

未払費用  20,331

預り金  3,983

受取手形 千円86,174

売掛金  69,048

短期貸付金  52,200

未収入金  9,057

買掛金  1,293

未払金  1,872

未払費用  19,207

預り金  3,287

３．受取手形割引高 千円50,071 ３．受取手形割引高 千円45,097

４．偶発債務 

  債務保証  

４．偶発債務 

  債務保証  

次の関係会社等について、金融機関からの借入に対

し債務保証を行っております。  

  

保証先 金額（千円） 内容 

協同組合東京

べ・マルシェ 
   136,800 借入債務 

丸福商事㈱    120,000 借入債務 

計    256,800   ― 

次の関係会社等について、債務保証を行っておりま

す。  

  

保証先 金額（千円） 内容 

協同組合東京

べ・マルシェ 
   84,000 借入債務 

丸福商事㈱    103,089 営業債務 

計    187,089   ― 
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前事業年度（自平成21年４月１日 至平成22年３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株式数の増加133,644株は、取締役会決議による自己株式の取得による増加129,000株、

単元未満株式の買取による増加4,644株であります。 

 ２.普通株式の自己株式の株式数の減少300株は、単元未満株式の売渡による減少であります。 

当事業年度（自平成22年４月１日 至平成23年３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株式数の増加3,407株は、単元未満株式の買取による増加であります。 

 ２.普通株式の自己株式の株式数の減少300株は、単元未満株式の売渡による減少であります。 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

※１．各科目に含まれている関係会社に対する主なものは

次のとおりであります。 

※１．各科目に含まれている関係会社に対する主なものは

次のとおりであります。 

受取利息 46,563千円 受取利息 47,802千円

  ２．       ─────   ２．減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産について減

損損失を計上しました。  

 当社グループは、事業用資産については営業拠点

単位で行っております。事業用資産に供していない

資産については個別資産ごとにグルーピングを行っ

ております。この結果、賃貸資産について、賃貸価

格の下落及び時価が帳簿価額に対して著しく下落し

ているため、当連結会計年度において帳簿価額を回

収可能価額まで減額し、116百万円を減損損失として

特別損失に計上しております。  

 回収可能価額は使用価値により測定し、将来キャ

ッシュ・フローを2.05％で割り引いて算定していま

す。  

場所 用途 種類 

東京都江戸川区 賃貸資産  土地 

（株主資本等変動計算書関係）

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  3,232,976  133,644  300  3,366,320

合計  3,232,976  133,644  300  3,366,320

  
前事業年度末株式
数（株） 

当事業年度増加株
式数（株） 

当事業年度減少株
式数（株） 

当事業年度末株式
数（株） 

普通株式  3,366,320  3,407  300  3,369,427

合計  3,366,320  3,407  300  3,369,427
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 （注） １株当たり当期純利益金額又は１株当たり当期純損失の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

該当事項はありません。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭 75 87

１株当たり当期純利益 円 銭 0 73

１株当たり純資産額 円 銭 68 37

１株当たり当期純損失 円 銭 5 42

なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益について

は、潜在株式が存在してい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について

は、１株当たり当期純損失であり、また、潜在株式が存

在していないため記載しておりません。 

  
前事業年度 

（自 平成21年４月１日 
至 平成22年３月31日） 

当事業年度 
（自 平成22年４月１日 
至 平成23年３月31日） 

１株当たり当期純利益金額又は当期純損失            

当期純利益又は当期純損失（△） 

（千円） 
 33,375  △248,970

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当期純損

失（△）（千円） 
 33,375  △248,970

期中平均株式数（株）  46,004,202  45,912,594

（重要な後発事象）
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 該当事項はありません。 

  

７．その他
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