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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 25,973 △17.2 190 223.7 154 ― △92 ―
22年3月期 31,366 △36.0 59 ― 11 ― 308 ―

（注）包括利益 23年3月期 △215百万円 （―％） 22年3月期 351百万円 （―％）

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 △3.59 ― ― 1.3 0.7
22年3月期 12.44 12.02 ― 0.1 0.2

（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 11,328 1,984 3.2 1.08
22年3月期 12,552 2,117 2.3 △0.73

（参考） 自己資本   23年3月期  361百万円 22年3月期  290百万円

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 △21 245 △189 1,247
22年3月期 △435 1,501 △1,058 1,214

2.  配当の状況 

（注）上記「配当の状況」は、普通株式に係る配当の状況です。当社が発行する普通株式と権利関係の異なる種類株式（非上場）の配当の状況については、後
掲「種類株式の配当の状況」をご覧下さい。 

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 ― 0.00 0.00 ― ― ―
23年3月期 ― 0.00 ― 0.00 0.00 ― ― ―
24年3月期(予想) ― 0.00 ― 0.00 0.00 ―

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) 11,150 △11.2 10 ― △30 ― △90 ― △2.97
通期 23,680 △8.8 350 84.2 280 81.8 130 ― 3.52



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 

（注）詳細は【添付資料】26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」をご覧下さい。 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

（注）詳細は【添付資料】40ページ「連結財務諸表に関する注記事項(１株当たり情報)」をご覧下さい。 

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） 23年3月期 32,707,058 株 22年3月期 28,947,058 株
② 期末自己株式数 23年3月期 15,966 株 22年3月期 15,966 株
③ 期中平均株式数 23年3月期 30,010,736 株 22年3月期 24,781,076 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 12,354 54.1 123 △56.9 113 △22.4 △676 ―
22年3月期 8,018 ― 286 252.7 145 ― 481 ―

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 △23.07 ―
22年3月期 19.44 18.79

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 7,083 67 0.9 △7.96
22年3月期 9,246 622 6.7 10.71

（参考） 自己資本 23年3月期  66百万円 22年3月期  621百万円

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 
この決算短信は、金融商品取引法に基づく監査手続の対象外であり、この決算短信の開示時点において、金融商品取引法に基づく連結財務諸表及び財務諸
表の監査手続が実施中です。 

※ 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いる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】4ページ「経営成績に関する分析」をご覧ください。 
なお、1株当たり当期純利益の算定方法につきましては、当期純利益の予想値から普通株主に帰属しない金額（優先配当額）を控除して算出しております。 

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) 5,060 △14.1 △80 ― △120 ― △140 ― △4.50
通期 10,980 △11.1 130 5.7 40 △64.6 100 ― 2.60



 普通株式と権利関係のことなる種類株式に係る１株当たり配当金の内訳及び配当金総額は以下のとおりで

す。 

Ａ種優先株式 

 
(注)Ａ種優先株式の発行数は１株であります。また、平成23年３月期期末配当金は、当社定款に規程される分配

可能額(5,000千円)に達しなかったため配当は行いませんが、当社定款に定められた配当額及び優先株式の

累積条項に従い、前期までの累積配当額5,041千円は累積され、当期の配当額5,000千円と合わせて優先株主

に対して配当を行う予定であります。 

  

Ｂ種優先株式 

 
(注)Ｂ種優先株式の発行数は１株であります。また、平成23年３月期期末配当金は、当社定款に規程される分配

可能額(10,556千円)に達しなかったため配当は行いませんが、当社定款に定められた配当額及び優先株式の

累積条項に従い、前期までの累積配当額10,643千円は累積され、当期の配当額10,556千円と合わせて優先株

主に対して配当を行う予定であります。 

 種類株式の配当の状況

１株当たり配当金 配当金総額 
（合計）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 0 00 ―

 23年３月期 ― ― ― 0 00 0 00 ―

 24年３月期 
（予想）

― ― ― 5,000,000 00 5,000,000 00

１株当たり配当金 配当金総額 
（合計）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 0 00 ―

 23年３月期 ― ― ― 0 00 0 00 ―

 24年３月期 
（予想）

― ― ― 10,556,564 20 10,556,564 20
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１．経営成績 

（当期の経営成績）  

当連結会計年度におけるわが国経済は、アジア経済を中心とした外需の牽引や各国政府の経済対策によ

って景気は緩やかな回復にありましたが、平成23年３月11日東北地方太平洋沖地震という未曾有の大震災

の発生により、日本国内の経済全般に多大なる影響が及ぶこととなりました。 

当社グループが属する業界においては、雇用や所得の悪化等による呉服・宝飾品等の高額嗜好品の買い

控えや衣料品の低価格化により、依然として厳しい状況にありましたが、秋ごろに百貨店の売上高が前年

同月を上回るなど、消費意欲にも回復の兆しが見えていたものの、震災の影響により個人消費は急激に落

ち込むこととなりました。 

そのような状況のもと、当社グループにおきましては本年を第二創業元年として定義し、「ソフトと価

値の提供」をテーマとした、商品以外のサービスの充実・顧客満足の提供を目指した施策を各事業で実施

してまいりました。 

美容事業においては、ターゲットを明確化したサロン作りとして、アンチエイジングサロン、ファミリ

ーサロンへの店舗改装、スポーツ事業においては、専門店としての提案販売の強化や地域密着型イベント

の開催及び店外催事の拡充、ＤＳＭ事業においては、お客様との関係深耕のための商品開発やミシンを使

った物づくりの提案、和装事業においては、前楽結び着方教室開催店の拡大やきものパーティなど着る機

会の提供などを実施し、これらの施策が功を奏し、震災発生前までのグループでの売上高、利益は概ね計

画通りの進捗となっておりました。 

しかしながら、３月に発生した東北地方太平洋沖地震により当社グループの店舗・事業所も被災により

営業停止や営業時間短縮などを余儀なくされ、また消費意欲は急激に冷え込み、高額品を中心に売上高は

落ち込むこととなりました。その一方で、スポーツ事業においては、防災意識の高まりによりランタンや

ポリタンクといったアウトドア関連の商品は売上を伸ばしました。 

その結果、店舗閉鎖、前期における事業譲渡の影響もあり、売上高は前年より減少し259億73百万円(前

期比17.2％減)となり、上記施策のほか前期に美容事業及びスポーツ事業におけるのれんの償却が完了し

たことも影響し、営業利益は１億90百万円（前期比223.7％増）、経常利益１億54百万円（前期比

1254.9％増）となりました。当期純利益につきましては、「資産除去債務に関する会計基準」の適用に伴

う過年度資産除去債務費用１億４百万円、地価下落等による固定資産の減損損失１億23百万円、東北地方

太平洋沖地震による災害損失32百万円等の特別損失を計上し、92百万円（前期は３億８百万円の当期純利

益）の当期純損失を計上いたしました。 

セグメントにおける業績は、以下のとおりであります。なお、当連結会計年度より「セグメント情報等

の開示に関する会計基準」を適用しているため、前年同期との比較については、前連結会計年度のセグメ

ントを当連結会計年度の報告セグメントに組み替えて比較しております。 

  

1) 「美容事業」  

美容事業につきましては、「ターゲットを明確にしたサロン設計による顧客増」を当期の重点施策と

し、50代以上をターゲットとした「アンチエイジングサロン（シルバーサロン）」及び20代～40代のフ

ァミリーをターゲットとした「ファミリーサロン」への改装を８店舗実施、また新規に１店舗出店し、

改装店の売上・客数はともに前年を上回るなどの成果を上げることとなりました。また新規客獲得及び

リピート率改善対策として、ＷＥＢを活用した集客、メール会員獲得に努めるとともに、物販の強化に

より客単価の底上げを図り売上高を確保してまいりました。 

この結果、美容事業の売上高は、31億27百万円（前期比7.8％減）となり、のれんの償却が前期で完

了していることも影響しセグメント利益２億63百万円（前期比189.4％増）となりました。 

  

2) 「スポーツ事業」 

スポーツ事業につきましては、「ソフトと価値の提供」として①専門店ならではの提案力の強化②体

（１）経営成績に関する分析
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験サービスイベントの開催③メンテナンスサービスの商品化④ＷＥＢ通販の拡大を行ってまいりまし

た。登山を始めとするアウトドアブームや、健康志向の高まりを受け、アウトドア用品、ウエアやスイ

ム・フィットネス（健康志向）及び競技スポーツ商品にカテゴリを集中選択し展開、また、大型催事で

あるＷＳＳＣ（ウインタースポーツスーパーコレクション）の開催や他社大型催事の参加など店外催事

を拡大実施、さらに降雪の影響もありウインター商品も売上を伸ばしました。また店舗所在地は首都

圏、西日本が中心となっており震災の影響も大きくは受けず、３月度は防災意識の高まりによりランタ

ンやポリタンク、非常食といったアウトドア関連の商材が売上を伸ばしました。WEB通販においてはカ

テゴリ・商品点数を増加し、前年比128.7％の売上となりました。 

この結果、スポーツ事業の売上高は46億96百万円（前期比2.1％減）となり、のれんの償却が前期で

完了していることも影響しセグメント利益１億14百万円（前期はセグメント損失90百万円）となりまし

た。 

  

3) 「ＤＳＭ事業」 

ＤＳＭ事業につきましては、お客様訪問時の交通費等経費見直しや、催事の単独開催をやめ取引先主

催の催事へ参加することなどにより、経費の大幅削減に努めるとともに、新社長就任記念特別品などの

「お客様に提案しやすい」商品を開発、1日あたりの面談件数目標を7件以上に設定するなど、日ごろか

らお客様とコミュニケーションをとることで催事の集客へ繋げていく施策を行ってまいりました。ま

た、ミシンの点検サービスや布団の丸洗いサービス、ミシンを使ったものづくりの提案としてミシン講

習会などを実施、寝装品の買換え需要に伴う健康布団の拡販キャンペーン等、集客力アップ、売上確保

に努めてまいりました。当期においては拠点統合等で10事業所を閉鎖しコスト削減にも努めてまいりま

したが、３月に発生した地震により催事の中止や来場客数が減少するなど影響を受けることとなりまし

た。 

この結果、ＤＳＭ事業の売上高は39億70百万円（前期比19.3％減）となり、セグメント利益１億62百

万円（前期比125.4％増）となりました。 

  

4) 「和装事業」 

和装事業につきましては、ソフト戦略として、①店頭での着方教室「前楽結び着方教室」②きものパ

ーティなど「着る機会の提供」③お手入れサービス「きものクリニック」の３施策を柱として、顧客の

活性化・定着化に向け努めております。また12月に開催したファミリーセールにおきましては、新規顧

客に対してコミュニケーションに重点を置いた仕組みづくりによりお客様との親交を深めることによる

顧客化に努めてまいりました。当期においては不採算店11店舗を閉鎖しコスト削減にも努めてまいりま

したが、３月に発生した地震により国内全体の消費が冷え込むなど、売上高は大きく減少いたしまし

た。 

また、平成21年９月に和装店舗24店舗を譲渡、平成22年３月に当社和装事業の一部であるきのはなカ

ンパニーを事業譲渡したことも影響し、この結果、和装事業の売上高は32億14百万円（前期比46.3％

減）となり、セグメント利益８百万円（前期比96.3％減）となりました。 
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5) 「卸売事業」 

卸売事業につきましては、人件費の抑制、販売経費等の圧縮に努めるとともに、和装関連では百貨店

を中心とした売上拡大策を、寝装関連では専門店を中心に新規商品開発に取り組んでまいりましたが、

猛暑の影響により主にアパレル関連で季節商品の売上が減少いたしました。また、震災による消費の一

段の低迷により、春物を中心とした返品の発生など、大きく影響を受けることとなりました。 

この結果、卸売事業の売上高は86億71百万円（前期比8.4％減）となり、セグメント損失１億37百万

円（前期はセグメント損失23百万円）となりました。 

  

6) 「宝飾事業」 

宝飾事業につきましては、市場全体の縮小も歯止めがかかりつつあるものの、販売チャネルの多様化

や高額品の買い控え等、依然として厳しい状況にありました。そのような状況のもと、売れ筋価格ライ

ンのアイテムを増やすなど店頭商品の入替や品揃えを見直した他、店内催事の絞込み、店外催事の参加

を増やし、売上高の確保に努めてまいりました。当期中は不採算店９店舗を閉鎖しコスト削減にも努め

てまいりましたが、３月に発生した地震により国内全体の消費が冷え込み、売上高は大きく減少いたし

ました。 

この結果、宝飾事業の売上高は11億94百万円（前期比20.5％減）となり、セグメント損失９百万円

（前期はセグメント損失59百万円）となりました。 

  

7) 「その他事業」 

その他事業は、主に堀田（上海）貿易有限公司の意匠撚糸の販売、かねもり事業部の代理店を通じた

呉服等を中心とした催事販売、RC卸事業部の健康器具等の卸、皇家科世夢股份有限公司の健康器具等の

販売、株式会社アールエフシー及び株式会社ヤマノ1909セイビングの前払式特定取引業による商品売買

の取次ぎ等を行っております。その他事業につきましては、かねもり事業部の代理店数の減少による売

上減や、皇家科世夢股份有限公司において円高により仕入価格が高騰したことなどからセグメント損失

となりましたが、堀田（上海）貿易有限公司の中国における撚糸の需要の高まりにより意匠撚糸の販売

が売上を伸ばし、前期比では改善となりました。 

この結果、その他事業の売上高は10億98百万円（前期比16.5％減）となり、セグメント損失１億15百

万円（前期はセグメント損失１億30百万円）となりました。 

  

（次期の見通し）  

次期の見通しにつきましては、東日本大震災の影響により国内経済は停滞が続き、電力供給問題も企

業の生産活動への影響が懸念され、震災復興需要による本格的な景気の回復は秋以降となる見通しが強

まっています。 

個人消費につきましても、景気の先行き不透明感から一部生活必需品や防災関連を除いては節約志向

が高まると予想され、大手小売業を中心とした節電対応により営業時間の変更や短縮による影響も懸念

されます。 

当社グループにおきましては、平成20年より２ヵ年に渡るグループ再建計画により確立した「不況下

でも利益の生み出せる筋肉質な体質」の経営基盤のもと、当期において実施してきた「ソフトと価値の

提供」をテーマとした戦略を引続き実施し、同業他社との差別化を図るとともに、中期的な業容拡大、

全事業の黒字化を見据えた施策を行ってまいります。 

美容事業においては、「アンチエイジングサロン」と「ファミリーサロン」への既存店舗改装を順次

実施、また、他社との差別化として「山野式ヘッドスパ」並びに当社グループオリジナルメニューの

「山野式クイックヘッドスパ」を導入いたします。 

スポーツ事業においては、専門店ならではの提案力強化、地域密着型且つユーザー目線の体験イベン

ト実施、店外催事による売上底上げ、ＷＥＢ通信販売の商品点数増加による販売強化を引続き実施して

まいります。また近年の「健康」ブームなどで成長市場を牽引している女性ユーザーの開拓、取り込み
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を狙い、大手ファッション企業の協力による新コンセプト売場展開に現在取り組んでおります。 

ＤＳＭ事業においては、提案型商品の開発、ミシンの点検サービスなどによる独自サービス機能の拡

充などにより顧客との関係性深耕を図り展示会販売への集客力を強化し、被災地での催事減少を取引先

の協力や西日本開催増により補い、売上高を確保してまいります。 

和装事業においては、前楽結び着方教室の定期開催、きものパーティなど着物を着る機会の提供、き

ものクリニックによるメンテナンスサービスを引続き実施、新規客獲得と顧客化に努めてまいります。

また、催事運営を中心に本部のバックアップ体制を強化、全国で同一内容の催事を実施し、「効果的な

催事」づくりに取り組んでまいります。 

宝飾事業においては、店頭催事をリフォーム展など消費者ニーズに即したものに絞込むことで効果効

率を向上させ、また他企業主催の大型催事に積極参加し新規客の開拓に取り組んでまいります。 

堀田丸正グループである卸売事業においては、和装、洋装、意匠撚糸事業を中心に事業見直しを図

り、目標達成に向けて、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。 

上記施策により、平成24年３月期の連結売上高は、236億80百万円、営業利益３億50百万円、経常利益

２億80百万円、当期純利益１億30百万円を見込んでおります。  
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①資産、負債、純資産の状況 

当連結会計年度末における資産合計は、前連結会計年度末に比べて12億24百万円減少し113億28百万

円となりました。 

  その主な要因は、流動資産では、受取手形及び売掛金が３億67百万円、商品及び製品が３億65百万円

減少し、固定資産では、敷金・保証金が３億74百万円減少したことによるものであります。 

負債につきましては、前連結会計年度末に比べて10億91百万円減少し93億43百万円となりました。 

その主な要因は、有利子負債２億61百万円、支払手形及び買掛金２億69百万円及び前受金１億78百万

円の減少によるものであります。 

純資産については、前連結会計年度末に比べ１億32百万円減少し19億84百万円となりました。 

その主な要因は、新株予約権の権利行使による資本金が62百万円増加、同じく資本剰余金が62百万円

増加したものの、利益剰余金が92百万円及び少数株主持分が２億３百万円減少したためであります。 

  

②キャッシュ・フローの状況  

当連結会計年度における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）は、税金等調整前当期純損失

が１億21百万円（前連結会計年度は、税金等調整前当期純利益４億17百万円）となり、長期借入金の返

済や社債の償還による支出等があったものの、敷金・保証金の返還による収入、新株予約権の権利行使

による株式の発行による収入等があり、前連結会計年度に比べ33百万円増加し12億47百万円となりまし

た。  

  

（営業活動によるキャッシュ・フロー）  

営業活動の結果支出した資金は、21百万円（前年同期比で４億14百万円の支出減）となりました。 

 これは主に、税金等調整前当期純損失１億21百万円に対し、売上債権の減少額３億59百万円、たな卸

資産の減少額３億65百万円、仕入債務の減少額２億58百万円、前受金の減少額１億78百万円によるもの

であります。 

  

（投資活動によるキャッシュ・フロー）  

投資活動の結果得られた資金は、２億45百万円（前年同期比で12億56百万円の収入減）となりまし

た。 

 これは主に、有形固定資産の取得による支出１億24百万円、敷金及び保証金の回収による収入３億37

百万円によるものであります。  

  

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

財務活動の結果支出した資金は、１億89百万円（前年同期比で８億68百万円の支出減）となりまし

た。 

 これは主に、新株予約権の権利行使による株式の発行による収入１億24百万円、長期借入金の返済に

よる支出１億12百万円、社債の償還による支出２億７百万円によるものであります。 

  

（２）財政状態に関する分析
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普通株式の利益配分につきましては、株主・投資家様に対する利益還元を経営上の重要な施策の一つ

として位置づけ、財務状況等を総合的に勘案し業績に応じた成果の配分を行うことを基本方針としてお

ります。内部留保につきましては、継続的な安定成長を目指しつつ、経営基盤の強化に備え、重点的か

つ効率的に投資することで、企業価値を増大させ、株主様への利益の確保を達成できるよう有効に活用

していくことを目指しております。 

しかしながら、当期において分配可能額を確保するのが困難となり期末配当金につきましては、誠に

遺憾ながら無配とさせていただきたく存じます。 

今後、収益改善に向けた施策を積極的に実施し、早期に普通株式における配当復活を目指してまいり

ます。 

優先株式の利益配分につきましては、分配可能額に達しなかったため当期の配当は行いませんが、定

められた配当額及び優先株式の累積条項に従い、前期の配当額127千円及び当期の配当額15,556千円は

累積され、次期の配当額15,556千円と合わせて優先株主に対して配当を行う予定であります。 

  

（３）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当
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当社グループの経営成績、株価及び財務状況等に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、文中における将来に関する事項は決算短信提出日現在において当社グループが判断したもので

あります。 

① 業績変動のリスク  

当社グループの事業のうち和装事業、宝飾事業、卸売事業のうち和装・アパレル・寝装品等は成熟産

業に属しており、特に和装品、宝飾品につきましては、高額品のため顧客にとって当社グループの商品

を購入することは、多くの場合必要不可欠なことであるとは言えません。また、当社グループのターゲ

ット市場における景気後退及びそれに伴う需要の縮小は、当社グループの業績及び財務状況に悪影響を

及ぼす可能性があります。そのほか、消費性向及び商品トレンドの変化により売上高の減少、冷夏暖冬

などの天候不順、台風などの気象状況、地震による災害、インフルエンザの影響により、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及び財務状況に悪影響を及ぼす可能性があります。

  

② 海外取引に伴う為替リスク 

当社グループは、海外から商品の一部を仕入ております。現在は、外貨建て取引に係る先物為替予約

等のリスクヘッジを行っておりますが、今後中期的に海外より商品の仕入が増加すると予想され、これ

に伴い、為替変動が業績に影響を与える可能性があります。 

  

③ 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、中東の政情不安による原油価格の高騰、台風や冷夏暖冬などの天候不順、電力供給不足による

節電対応により、今後の消費マインドが大きく減退した場合、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。 

  

④ 法的規制について 

当社グループの一部の事業は、主に家庭市場において和装品、宝飾品、健康関連商品等の訪問販売を

行い、「特定商取引に関する法律」の規制を受けており、当社グループとして法令遵守を徹底しており

ます。将来、訪問販売に関する規制を強化するような法改正が行われる等により、家庭訪問による販売

体制の効率性を維持できなくなった場合には、当社グループの業績に影響を与える可能性があります。

  

⑤ 顧客情報の管理について 

当社グループは販売の特性上、顧客情報を取り扱っております。当社グループといたしましては、社

内教育を行うなど顧客情報管理の徹底に努めておりますが、顧客情報の流出により問題が発生した場

合、将来的な事業展開、経営成績及び財政状況等に影響を及ぼす可能性があります。  

  

⑥ 業績の季節的変動要因について 

当社グループには、季節的変動があり、売上高は、ウインター関連商品の販売や、グループ各事業の

展示会、新作発表会の開催により、第３四半期に集中しております。 

 一方、費用面においては、売上高に係わらず広告宣伝費、人件費、賃借料等は、毎月発生する費用で

あるため、第１四半期、第２四半期及び第４四半期の売上高に対する費用負担割合が大きくなっており

ます。  

  

⑦ 資金調達について  

当社グループは、業績悪化により自己資本が大きく減少したため、金融機関からの資金調達が制約さ

（４）事業等のリスク

㈱ヤマノホールディングス（7571）　平成23年3月期　決算短信

- 8 -



れる可能性があります。その結果、当社グループの資金が不足する可能性があります。 

  

⑧ 財務制限条項等について  

当社グループは、運転資金の資金調達を目的に銀行借入等の契約を締結しております。 

当該契約の一部には、各連結会計年度末における連結営業損失、連結経常損失を計上しないこと、連結

純資産を一定水準以上に維持すること等の財務制限条項、その他担保提供・資産譲渡・出資維持等に関

する制約条項等が付されております。 

 今後、これらの条項に抵触した場合、当該契約上の債務について、金利引上げ、期限の利益を喪失す

る可能性があり、その結果、当社グループの業績等が悪影響を受ける可能性があります。 

  

⑨ 金利市場の変動について 

当社グループは、銀行借入等の有利子負債による資金調達を実施しており、金利情勢、その他金融市

場の変動による金利市場の変動の影響を受けております。当社グループは、これら金利市場の変動によ

るリスクを回避するために金利スワップ取引等を行っておりますが、これらにより、リスクを完全に回

避・低減できる保証はありません。その結果、当社グループの業績等が悪影響を受ける可能性がありま

す。 

  

⑩ 呉服売上等の計上方法について 

当社グループにおいては契約書上、受託契約である事が明確に記載されている取引を除き、業界の会

計慣行に沿って、売上高のグロス処理を適用しております。 

しかしながら、今後、国際会計基準へのコンバージェンス、あるいはアドプションといった流れの中

で、売上高のネット処理へと変更となる可能性があります。 

  

⑪ 株式価値の希薄化リスク 

当社グループは、平成21年10月15日付で本新株予約権3,032個を発行し、平成22年３月８日付で1,515

個を消却いたしました。残る新株予約権が全て行使された場合の新株式の 大増加数は6,670,000株と

なります。これは本日現在の発行済株式数(32,707,060株)に対し新株発行株式数の比率は20.4％に相当

し１株当たりの株式価値の希薄化がおこる可能性があります。 

  

⑫ 優先株式の配当及び償還並びに金銭を対価とする取得請求について 

当社グループは、Ａ種優先株式１株及びＢ種優先株式１株を発行しております。これらの優先株式に

対する配当の未払が累積した場合、その償還時、また金銭を対価とする取得請求権の実行時において、

一時的な資金負担を生じ、当社グループの財政状態に影響を与える可能性があります。 

  

 該当事項はありません。 

  

（５）継続企業の前提に関する重要事象等
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２．企業集団の状況 

 当社グループ（当社及び当社の関係会社）は、当社及び子会社11社で構成されており、主に美容室の運営

及びスポーツ用品、和装品、宝飾品、洋装品、寝装品、健康関連商品等の販売を行っております。その事業

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。 

  

なお、次の７部門は「連結財務諸表に関する注記事項」に掲げるセグメント情報の区分と同一でありま

す。 

 
（注）１．子会社は、連結子会社であります。 

   ２．［ ］は、連結孫会社であります。 

   ３. 堀田丸正株式会社は、東証第二部へ上場しております。 

事業区分 会社名 主要取扱商品等

美容事業 ㈱マイスタイル 美容室の経営 

スポーツ事業 当社 
ウインター商品、マリン商品、スポーツ用品、登
山用品等 

ＤＳＭ事業 当社 宝飾品、ミシン、家電商品、寝具、化粧品等 

和装事業 当社 
振袖、留袖、訪問着、七五三祝着、和装小物、寝
具、着付け教室等 

卸売事業 
堀田丸正㈱ 
[丸福商事㈱] 
[タケオニシダ・ジャパン㈱] 

和装品、宝飾品、意匠撚糸、アパレル、寝具、キ
ッズ商品等 

宝飾事業 ㈱ヤマノジュエリーシステムズ 
ダイヤモンドリング、ファッションリング、ネッ
クレス、時計等 

その他事業 

当社 
㈱アールエフシー 
皇家科世夢股份有限公司 
㈱ヤマノ1909セイビング 
[堀田(上海)貿易有限公司] 
[㈱丸正ベストパトナーグループ] 
その他１社 

健康関連商品の販売 
前払式特定取引による商品売買の取次 
意匠撚糸製造販売 
人材派遣業 
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３．経営方針 

 当社グループは、山野愛子の「美道五原則：髪・顔・装い・精神美・健康美」をテーマに、その素

晴らしさを一人でも多くの方に広めていきたいと願い、「美道五原則」を柱としたトータルビューティ

を企業理念としております。また、「美道五原則」に通じる事業に経営資源を集中し、お客様に満足し

ていただける商品及びサービスを提供することにより、その対価として得られる、お客様の信用、収益

によって株主価値の一層の向上を目指してまいります。 

当社グループは、以下の３つを 重要課題として事業運営にあたっております。 

１．顧客、取引先、社員に共通する信頼 

２．積極的な情報開示 

３．株主への利益還元 

  

当社グループは、収益性の観点から資産効率と総資産収益率の向上を基本とし、資産の圧縮及び有利

子負債の削減を心がけるとともに、営業利益率、経常利益率の向上を図ることにより、当社グループが

属する業界における企業間競争に堪え得る企業体質の構築と業績向上に努めております。また、キャッ

シュフロー経営を重視し、営業キャッシュフローの安定的確保を目指してまいります。  

なお、当社グループは、中期的な業容拡大を目指した新たなビジネスモデルを構築している途上であ

るため、現時点において目標とする経営指標の具体的な数値を設定しておりません。 

  

当社は、約２ヵ年に及ぶ「グループ再建計画」により、コア事業へと経営資源を集約し、当連結会計

年度末においては連結子会社数は11社（うち休眠会社1社）となりました。 

 また、当連結会計年度を「第二創業」元年と定義し、「ソフトと価値の提供」をテーマに、各事業や

地域、店舗ごとの独自性を確立し、他社にはない顧客満足を創出することにより、各事業における販売

領域の拡大、顧客の獲得に努めております。引続き諸施策を継続実施し、業容拡大と収益向上を目指し

てまいります。  

  

当社グループは、平成20年３月期より過去３連結会計年度において、継続して営業キャッシュ・フロ

ーのマイナスを計上しておりました。また当連結会計年度におきましては、当社グループの業績は震災

による影響を受けながらも営業利益190,973千円、経常利益154,541千円を計上いたしましたが、営業キ

ャッシュ・フローは21,612千円のマイナスとなりました。 

  しかしながら、前連結会計年度における営業キャッシュ・フローより４億円以上改善しており、当連

結会計年度における営業キャッシュ・フローがマイナスとなった要因は、卸売事業において、３月度に

発生した震災の影響により春物を中心とした返品が発生し、一時的に在庫が増加したことや、前払式特

定取引業による前受金の減少によるものであります。次期におきましては、在庫調整が進むことや、継

続企業の前提に関する注記の解消による取引の平準化等が営業キャッシュ・フロー改善要因となり、ま

た、収益性向上に向けた新たな取組として美容事業における「山野式ヘッドスパ」導入や、スポーツ事

業における新コンセプトの店舗展開等を実施し、営業キャッシュ・フローの改善に引続き努めてまいり

ます。 

  また、当社グループは過年度及び当期において当期純損失を計上したことにより、自己資本は

361,874千円、自己資本比率は3.2％となっておりますが、次期における利益の計上や、継続企業の前提

に関する注記解消による当社株価の回復等、残存新株予約権の行使を促進すること等により、自己資本

の増強に取り組んでまいります。 

  

該当事項はありません。  

（１）会社の経営の基本方針

（２）目標とする経営指標

（３）中長期的な会社の経営戦略

（４）会社の対処すべき課題

（５）その他、会社の経営上重要な事項
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４．連結財務諸表 

（１）連結貸借対照表 

(単位：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 ※1 1,772,970 ※1 1,786,979
  受取手形及び売掛金 ※1 2,880,973 ※1 2,513,629
  商品及び製品 ※1 3,127,144 ※1 2,761,590
  仕掛品 19,080 23,015
  原材料及び貯蔵品 90,818 82,216
  その他 ※1 471,679 390,647
  貸倒引当金 △86,536 △90,212

  流動資産合計 8,276,129 7,467,866
 固定資産   
  有形固定資産   
   建物及び構築物 1,853,098 1,962,278
    減価償却累計額 △1,178,163 △1,220,375

    建物及び構築物（純額） ※1 674,934 ※1 741,903
   機械装置及び運搬具 43,894 39,750
    減価償却累計額 △40,247 △37,675

    機械装置及び運搬具（純額） 3,646 2,074
   工具、器具及び備品 702,788 670,107
    減価償却累計額 △629,084 △607,219

    工具、器具及び備品（純額） 73,704 62,887
   土地 ※1 1,099,843 ※1 982,245
   リース資産 1,266 14,262
    減価償却累計額 △422 △1,942

    リース資産（純額） 844 12,320

   有形固定資産合計 1,852,973 1,801,431
  無形固定資産   
   その他 103,140 90,088

   無形固定資産合計 103,140 90,088
  投資その他の資産   
   投資有価証券 ※1 162,627 ※1 152,694
   長期貸付金 99,011 72,131
   敷金及び保証金 ※1 2,026,271 ※1 1,651,351
   その他 865,734 870,663
   貸倒引当金 △833,411 △777,897

   投資その他の資産合計 2,320,233 1,968,943

  固定資産合計 4,276,347 3,860,463

 資産合計 12,552,476 11,328,330
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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 3,407,286 3,138,162
  短期借入金 ※1 2,144,092 ※1 2,152,815
  1年内返済予定の長期借入金 209,464 234,453
  1年内償還予定の社債 ※1 207,500 ※1 187,500
  未払金 ※1 1,116,822 ※1 971,351
  前受金 1,132,556 953,798
  未払法人税等 110,652 79,560
  賞与引当金 27,250 20,300
  返品調整引当金 23,068 20,184
  ポイント引当金 92,347 77,048
  株主優待引当金 5,166 4,101
  その他 760,840 660,535

  流動負債合計 9,237,047 8,499,811
 固定負債   
  社債 ※1 298,750 ※1 111,250
  長期借入金 240,492 153,035
  長期未払金 ※1 339,240 ※1 227,553
  繰延税金負債 3,218 951
  退職給付引当金 119,188 96,837
  資産除去債務 － 174,304
  負ののれん 50,541 26,791
  長期リース資産減損勘定 114,359 －
  その他 32,500 53,169

  固定負債合計 1,198,291 843,892

 負債合計 10,435,339 9,343,703

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 1,510,912 1,573,246
  資本剰余金 1,935,363 1,997,697
  利益剰余金 △3,023,894 △3,115,932
  自己株式 △3,019 △3,019

  株主資本合計 419,361 451,992
 その他の包括利益累計額   
  その他有価証券評価差額金 △49,298 △10,391
  為替換算調整勘定 △79,906 △79,726

  その他の包括利益累計額合計 △129,204 △90,117
 新株予約権 1,633 1,044
 少数株主持分 1,825,347 1,621,707

 純資産合計 2,117,137 1,984,626

負債純資産合計 12,552,476 11,328,330
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 連結損益計算書 

（２）連結損益計算書及び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) 

売上高 31,366,294 25,973,774

売上原価 ※1 17,998,572 ※1 15,467,995

売上総利益 13,367,722 10,505,778

販売費及び一般管理費 ※2 13,308,717 ※2 10,314,805

営業利益 59,005 190,973

営業外収益   
 受取利息及び配当金 15,389 7,089
 受取地代家賃 － 18,217
 協賛金収入 54,346 17,924
 負ののれん償却額 37,020 23,847
 その他 130,221 93,201

 営業外収益合計 236,978 160,280

営業外費用   
 支払利息 158,779 137,259
 手形売却損 8,244 1,170
 その他 117,553 58,283

 営業外費用合計 284,577 196,712

経常利益 11,406 154,541

特別利益   
 固定資産売却益 ※3 2,169 ※3 5,860
 投資有価証券売却益 5,916 719
 関係会社株式売却益 404,059 －
 事業譲渡益 67,903 －
 債務免除益 － 17,388
 貸倒引当金戻入額 80,683 8,265
 ポイント引当金戻入額 － 21,976
 役員退職慰労引当金戻入額 13,302 －
 その他 109,455 5,986

 特別利益合計 683,490 60,198

特別損失   
 固定資産売却損 ※4 1,520 ※4 892
 固定資産除却損 ※5 15,098 ※5 9,319
 減損損失 ※6 74,276 ※6 123,611
 災害による損失 － 32,119
 投資有価証券評価損 2,409 4,888
 投資有価証券売却損 6,148 20
 店舗閉鎖損失 110,655 18,201
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 104,973
 その他 67,234 41,960

 特別損失合計 277,342 335,988

税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失
（△） 

417,553 △121,247

法人税、住民税及び事業税 82,789 85,880

法人税等合計 82,789 85,880

少数株主損益調整前当期純損失（△） － △207,128

少数株主利益又は少数株主損失（△） 26,473 △115,089

当期純利益又は当期純損失（△） 308,290 △92,038
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 連結包括利益計算書 

(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) 

少数株主損益調整前当期純損失（△） △207,128

その他の包括利益  
 その他有価証券評価差額金 △7,783
 為替換算調整勘定 △1,005

 その他の包括利益合計 △8,789

包括利益 △215,917

（内訳）  
 親会社株主に係る包括利益 △53,801
 少数株主に係る包括利益 △162,116
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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 1,276,765 1,510,912
  当期変動額   
   新株の発行（新株予約権の行使） 78,581 62,334
   優先株式の発行 155,565 －

   当期変動額合計 234,146 62,334

  当期末残高 1,510,912 1,573,246
 資本剰余金   
  前期末残高 1,701,216 1,935,363
  当期変動額   
   新株の発行（新株予約権の行使） 78,581 62,334
   優先株式の発行 155,565 －

   当期変動額合計 234,146 62,334

  当期末残高 1,935,363 1,997,697
 利益剰余金   
  前期末残高 △3,332,185 △3,023,894
  当期変動額   
   当期純利益又は当期純損失（△） 308,290 △92,038

   当期変動額合計 308,290 △92,038

  当期末残高 △3,023,894 △3,115,932
 自己株式   
  前期末残高 △3,017 △3,019
  当期変動額   
   自己株式の取得 △1 －

   当期変動額合計 △1 －

  当期末残高 △3,019 △3,019
 株主資本合計   
  前期末残高 △357,221 419,361
  当期変動額   
   新株の発行（新株予約権の行使） 157,162 124,668
   優先株式の発行 311,131 －
   当期純利益又は当期純損失（△） 308,290 △92,038
   自己株式の取得 △1 －

   当期変動額合計 776,583 32,630

  当期末残高 419,361 451,992

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 △49,428 △49,298
  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

130 38,906

   当期変動額合計 130 38,906

  当期末残高 △49,298 △10,391
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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) 

 為替換算調整勘定   
  前期末残高 △96,759 △79,906
  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

16,852 180

   当期変動額合計 16,852 180

  当期末残高 △79,906 △79,726
 その他の包括利益累計額合計   
  前期末残高 △146,187 △129,204
  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

16,982 39,086

   当期変動額合計 16,982 39,086

  当期末残高 △129,204 △90,117

新株予約権   
 前期末残高 － 1,633
 当期変動額   
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,633 △588

  当期変動額合計 1,633 △588

 当期末残高 1,633 1,044

少数株主持分   
 前期末残高 2,041,162 1,825,347
 当期変動額   
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △215,815 △203,639

  当期変動額合計 △215,815 △203,639

 当期末残高 1,825,347 1,621,707

純資産合計   
 前期末残高 1,537,753 2,117,137
 当期変動額   
  新株の発行（新株予約権の行使） 157,162 124,668
  優先株式の発行 311,131 －
  当期純利益又は当期純損失（△） 308,290 △92,038
  自己株式の取得 △1 －
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △197,198 △165,141

  当期変動額合計 579,384 △132,511

 当期末残高 2,117,137 1,984,626
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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（△） 

417,553 △121,247

 減価償却費 164,101 148,853
 減損損失 74,276 123,611
 のれん償却額 365,137 －
 負ののれん償却額 △37,020 △23,847
 退職給付引当金の増減額（△は減少） △51,327 △22,356
 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） △19,436 －
 返品調整引当金の増減額（△は減少） 1,454 △2,884
 賞与引当金の増減額（△は減少） △89,151 △6,950
 ポイント引当金の増減額（△は減少） 15,093 △15,299
 貸倒引当金の増減額（△は減少） △113,580 △51,838
 受取利息及び受取配当金 △15,389 △7,089
 支払利息 158,779 137,259
 手形売却損 8,244 1,170
 有形固定資産除却損 15,098 9,319
 有形固定資産売却損益（△は益） △648 △4,968
 投資有価証券売却損益（△は益） 231 △699
 投資有価証券評価損益（△は益） 2,409 4,888
 関係会社株式売却損益（△は益） △404,059 －
 持分変動損益（△は益） △533 －
 債務免除益 － △17,388
 事業譲渡損益（△は益） △67,903 －
 売上債権の増減額（△は増加） 664,030 359,948
 たな卸資産の増減額（△は増加） 988,637 365,300
 未収入金の増減額（△は増加） 134,513 －
 仕入債務の増減額（△は減少） △1,357,484 △258,452
 前受金の増減額（△は減少） △862,451 △178,660
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 104,973
 その他 97,620 △326,442

 小計 88,194 217,197
 利息及び配当金の受取額 14,696 6,457
 利息の支払額 △122,478 △138,636
 手形売却に伴う支払額 △8,244 △1,170
 法人税等の支払額 △407,920 △105,461

 営業活動によるキャッシュ・フロー △435,752 △21,612
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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) 

投資活動によるキャッシュ・フロー   
 有形固定資産の取得による支出 △44,272 △124,181
 有形固定資産の売却による収入 5,166 12,405
 無形固定資産の取得による支出 △15,261 △20,532
 投資有価証券の取得による支出 △3,995 △1,744
 投資有価証券の売却による収入 35,728 737

 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却によ
る収入 

※2 190,952 ※2 －

 貸付けによる支出 △5,726 △1,643
 貸付金の回収による収入 45,293 25,443
 敷金及び保証金の差入による支出 △54,155 △29,971
 敷金及び保証金の回収による収入 629,651 337,413
 子会社株式の取得による支出 △71,620 －
 子会社株式の売却による収入 200,000 －
 定期預金の増減額（△は増加） 552,055 －
 担保預金の増減額（△は増加） △70,022 19,524
 事業譲渡による収入 104,928 －
 その他 2,915 28,173

 投資活動によるキャッシュ・フロー 1,501,638 245,623

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） △748,401 2,725
 長期借入れによる収入 150,000 50,020
 長期借入金の返済による支出 △347,571 △112,488
 社債の償還による支出 △203,750 △207,500
 新株予約権の行使による株式の発行による収入 156,420 124,080
 自己株式の取得による支出 △1 －
 新株予約権の発行による収入 2,375 －
 少数株主への配当金の支払額 △61,286 △40,586
 子会社の自己株式の取得による支出 △6,363 △138
 その他 16 △5,988

 財務活動によるキャッシュ・フロー △1,058,561 △189,875

現金及び現金同等物に係る換算差額 9,942 △602

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 17,267 33,533

現金及び現金同等物の期首残高 1,196,929 1,214,197

現金及び現金同等物の期末残高 ※1 1,214,197 ※1 1,247,730
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（５）継続企業の前提に関する注記

(自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(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

  当社グループは、過去３連結会計年度において継続し

て営業損失、経常損失並びに当期純損失を、また過去２

連結会計年度において営業キャッシュ・フローのマイナ

スを計上し、株主資本が大幅に減少した結果、平成21年

３月期末において株主資本は357,221千円、自己資本は

503,408千円の債務超過となっておりました。 

  当該状況を解消するため、平成21年10月15日付で第１

回新株予約権を発行し、当連結会計年度における行使金

額の総額は156,420千円となり、また、平成22年３月29

日付で社債の現物出資(デット・エクイティ・スワップ)

による優先株式311,131千円を発行いたしました。 

  また、平成20年に「グループ再建計画」を策定以降、

不採算店舗の閉鎖・統合等により、コア事業とした事業

の収益力強化を図ってまいりましたが、米国の金融機関

の破綻に端を発する国内景気の急激な悪化を受け、厳し

い経営環境にあっても着実に収益を計上するために、当

社は、平成21年10月１日付で、当社子会社８社を吸収合

併いたしました。管理部門の統合による経費削減効果等

により、当連結会計年度の第３四半期連結会計期間及び

第４四半期連結会計期間(６ヶ月間)においては、営業利

益198,426千円、経常利益176,672千円を計上しておりま

す。 

  これらの施策により当連結会計年度においては、営業

利益59,005千円、経常利益11,406千円、関係会社株式売

却益を計上し、また、合併子会社の繰越欠損金を引き継

いだことによる法人税の減額等により、当期純利益は

308,290千円を計上いたしました。その結果、当連結会

計年度末におきましては債務超過の状況は解消され、株

主資本は419,361千円、自己資本は290,157千円となって

おります。 

  このように自己資本の増強及び収益力の強化施策によ

り、通期の営業利益においても黒字を計上することがで

きましたが、営業キャッシュ・フローはマイナスであり

本格的な業績の回復を確認できるまでには至っていると

は言い難く、依然として継続企業の前提に関する重要な

疑義を生じるような状況が存在しております。 

  当社グループといたしましては、前述の不採算店舗の

閉鎖、連結子会社８社との合併による効果は、平成23年

３月期においては本格的に寄与する見込みであり、ま

た、健康関連事業及び美容事業ののれん償却約３億円が

完了しているため、営業利益はさらなる改善が見込まれ

ます。 

  さらに、黒字事業の強化を図るべく、美容事業の新規

出店による拡大、ファミリー向けの新業態店舗の出店を

予定しております。 

 ―――― 
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(自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(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

  財務面につきましては、債務超過解消による取引の正

常化や、在庫の圧縮、さらに新株予約権の行使による資

金調達の促進を図っており、当面の間の資金繰りに問題

はないものと考えております。 

  以上により、当社グループの事業継続に懸念はないも

のと判断しております。 

  これらの対応策に対し、営業施策面におきましては今

後の消費動向の影響を受けるため、また、財務面におき

ましては関係者との協議を行いながらすすめている途上

であるため、現時点では継続企業の前提に関する重要な

不確実性が認められます。 

  当連結財務諸表は継続企業を前提として作成されてお

り、上記のような重要な疑義の影響を当連結財務諸表に

は反映しておりません。 

 ―――― 

㈱ヤマノホールディングス（7571）　平成23年3月期　決算短信

- 21 -



  

  

 
  

（６）連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 (自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(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

１．連結の範囲に関する事項 (1) 連結子会社の数16社 

    連結子会社の名称 

      主要な連結子会社名は、「企業

集団の状況」に記載しているた

め、省略しております。 

    (株式譲渡による減少  １社) 

      株式会社全国教育産業協会 

    (合併による減少  ８社) 

      株式会社ヤマノリテーリングス 

      株式会社きのはな 

      株式会社ヤマノプラザ 

      株式会社ヤマノ1909プラザ 

      株式会社ヤマノスポーツシステ

ムズ 

      株式会社スポーツマンクラブ 

      株式会社ヤマノクレジットサー

ビス 

      ヤマノインベストメント株式会

社 

    (清算による減少  ２社) 

      ロイヤルティー・ピー・オー株

式会社 

      ヤマノ企業活性・支援投資事業

有限責任組合 

(1) 連結子会社の数11社 

    連結子会社の名称 

      主要な連結子会社名は、「企業

集団の状況」に記載しているた

め、省略しております。 

  (清算による減少  ５社) 

    四菱株式会社 

      株式会社エマイユ 

      皇家宇宙有限公司 

   株式会社ヤマノ・スエヒロ・ダ

イニング 

      株式会社ヤマノデザイン研究所 

２．持分法の適用に関する事

項 

(1) 持分法適用の関連会社の数 

    該当事項はありません。 

(1) 持分法適用の関連会社の数 

    該当事項はありません。 

 (2) 持分法の適用の手続について特に

記載すべき事項 

    該当事項はありません。 

(2) 持分法の適用の手続について特に

記載すべき事項 

    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 

連結子会社のうち決算日が１月末日の

会社 

  株式会社ヤマノデザイン研究所 

連結子会社のうち決算日が２月末日の

会社 

  株式会社アールエフシー 

  株式会社マイスタイル 

 連結子会社のうち決算日が２月末日の

会社 

  株式会社アールエフシー 

  株式会社マイスタイル 

  連結財務諸表の作成にあたっては、

当該決算日における財務諸表を使用し

ており、決算日との間に生じた重要な

取引は、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

  連結財務諸表の作成にあたっては、

当該決算日における財務諸表を使用し

ており、決算日との間に生じた重要な

取引は、連結上必要な調整を行ってお

ります。 

 また、当連結会計年度より当社連結

子会社の皇家科世夢有股份有限公司は

１月31日から３月31日決算日に変更

し、当連結会計年度は14ヶ月決算とな

っております。 
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項目 (自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(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

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 

  (イ)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

時価法を採用しております。

(評価差額は全部純資産直入法

により処理し、売却原価は主と

して移動平均法により算定) 

イ  有価証券 

  (イ)その他有価証券 

      時価のあるもの 

同左

       時価のないもの 

        移動平均法による原価法 

      時価のないもの 

同左

 ロ  デリバティブ 

    時価法 

ロ  デリバティブ 

同左

 ハ  たな卸資産 

  (イ)商品 

      個別法による原価法(貸借対照

表価額については収益性の低下に

基づく簿価切下げの方法) 

ハ  たな卸資産 

  (イ)商品 

同左 

   (ロ)貯蔵品 

       終仕入原価法(貸借対照表価

額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法) 

  (ロ)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) 

    定率法を採用しております。 

    ただし、平成10年４月１日以降に

取得した建物(付属設備を除く。)に

ついては定額法を採用しておりま

す。 

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。 

    ただし、ソフトウェア(自社利用

分)は、社内における利用可能期間

(５年)に基づく定額法を採用してお

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。 

ハ  長期前払費用 

同左

 ニ  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、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうちリース取引開

始が平成20年３月31日以前のリース

取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。 

ニ  リース資産 

同左
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項目 (自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(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

  (3) 繰延資産の処理方法 イ  株式交付費 

    支出時に全額費用として処理して

おります。 

イ  株式交付費 

同左

  (4) 重要な引当金の計上基

準 

イ  貸倒引当金 

    売上債権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。 

イ  貸倒引当金 

同左

 ロ  賞与引当金 

    当社及び連結子会社の一部は従業

員に対して支給する賞与の支出に充

てるため、支給見込額に基づき計上

しております。 

ロ  賞与引当金 

同左 

 ハ  返品調整引当金 

    当社及び連結子会社の一部は、健

康関連商品売上、和洋既製服売上に

係る返品に対処するため、当連結会

計年度の一定の期間の売上高を基礎

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 

  連結子会社の一部は、健康関連商

品売上、和洋既製服売上に係る返品

に対処するため、当連結会計年度の

一定の期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。 

 ニ  ポイント引当金 

    当社及び連結子会社の一部は、ポ

イントカードにより顧客に付与した

ポイントの使用に備えるため、当連

結会計年度末において将来使用され

ると見込まれる額を計上しておりま

す。 

ニ  ポイント引当金 

同左 

 ホ  株主優待引当金 

    当社は将来の株主優待券の利用に

よる費用の発生に備えるため、株主

優待券の利用実績に基づいて、翌連

結会計年度以降に発生すると見込ま

れる額を計上しております。 

ホ  株主優待引当金 

同左

 へ  退職給付引当金 

    連結子会社の一部は、従業員の退

職給付に備えるため、自己都合退職

による期末要支給額の100％を計上

しております。 

へ  退職給付引当金 

同左

  (5) 重要な外貨建の資産又

は負債の本邦通貨への換

算の基準 

  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、収益及び費用は期中平

均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
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項目 (自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(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

  (6) 重要なヘッジ会計の方

法 

イ  ヘッジ会計の方法 

    繰延ヘッジ処理を採用しておりま

す。また、為替変動リスクのヘッジ

について振当処理の要件を充たして

いる場合には振当処理を、金利スワ

ップについて特例処理の条件を充た

している場合には特例処理を採用し

ております。 

イ  ヘッジ会計の方法 

同左

 ロ  ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ会計を適用したヘッジ手段

とヘッジ対象は以下のとおりであり

ます。 

    ヘッジ手段……金利スワップ 

                  通貨スワップ 

    ヘッジ対象……借入金利息 

                  外貨建金銭債務 

                  外貨建予定取引 

ロ  ヘッジ手段とヘッジ対象 

    ヘッジ会計を適用したヘッジ手段

とヘッジ対象は以下のとおりであり

ます。 

   ヘッジ手段……金利スワップ 

                 為替予約 

   ヘッジ対象……借入金利息 

                 外貨建金銭債務 

         外貨建予定取引 

 ハ  ヘッジ方針 

    為替リスク及び金利リスクの低減

並びに金融収支改善のため、対象債

務の範囲内でヘッジを行っておりま

す。 

ハ  ヘッジ方針 

同左

 ニ  ヘッジ有効性評価の方法 

    ヘッジ対象とヘッジ手段の資産・

負債に関する重要な条件が同一であ

る場合には、ヘッジ有効性評価を省

略しております。 

ニ  ヘッジ有効性評価の方法 

同左

  (7) のれん及び負ののれん

の償却方法及び償却期間 

――――  のれん及び平成22年３月31日以前に

発生した負ののれんは、５年間での均

等償却を行っております。 

  (8) 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、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

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。 

  (9) 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、税抜き方式によっております。 

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。 

――――

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、５年間での均等償却を行ってお

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 

  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

値の変動について僅少なリスクしか負

わない取得日から３ヶ月以内に償還期

限の到来する短期投資からなっており

ます。 

――――
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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

(自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(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

   

   

   

   

   

   

   

   

―――――― （資産除去債務に関する会計基準等） 

 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、当連結会計年度の営業利益及び経常利益

は、それぞれ7,885千円減少し、税金等調整前当期純損

失は、112,859千円増加しております。 

（８）表示方法の変更

(自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(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

   

   

   

   

   

   

   

―――――― （連結貸借対照表関係） 

 前連結会計年度において固定負債に区分掲記しており

ました「長期リース資産減損勘定」(当連結会計年度

7,826千円)は、負債及び純資産の合計の100分の５以下

であるため、当連結会計年度においては固定負債の「そ

の他」に含めて表示しております。 

（連結損益計算書関係） 

 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

く「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）の適用により、当連結会計年度では、

「少数株主損益調整前当期純損失」の科目を表示してお

ります。 

（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

 前連結会計年度において、営業キャッシュ・フローに

独立掲記しておりました「未収入金の増減額(△は増

加)」(当連結会計年度104,910千円)は、重要性が低下し

たため、当連結会計年度においては営業キャッシュ・フ

ローの「その他」に含めて表示しております。 

 

 

（９）追加情報

(自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(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

   

   

   

   

   

――――――  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。 

㈱ヤマノホールディングス（7571）　平成23年3月期　決算短信

- 26 -



  

(連結貸借対照表関係) 

  

 
  

（10）連結財務諸表に関する注記事項

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 

現金及び預金 70,022千円

受取手形及び売掛金 98,302 

商品及び製品 50,900 

流動資産「その他」 5,803 

建物及び構築物 373,754 

土地 673,627 

投資有価証券 8,484 

敷金及び保証金 166,657 

計 1,447,552 

※１．担保に供している資産 

 

現金及び預金 50,498千円

受取手形及び売掛金 78,540 

商品及び製品 23,927 

建物及び構築物 348,719 

土地 680,703 

投資有価証券 7,342 

敷金及び保証金 143,188 

計 1,332,920 

      担保付債務 

 
        なお、上記のほか、「前払式証票の規制等に関

する法律」に基づく供託として投資有価証券

40,736千円、「割賦販売法第18条の法律」に基づ

く供託金37,350千円、日本割賦保証㈱へ受託事業

基金供託金22,825千円及び預金488,750千円並び

に投資有価証券34,000千円を差し入れておりま

す。 

        下記は、堀田丸正株式会社ほか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5,526,091千円及び商工組合中央

金庫からの借入金2,360,033千円の共同担保に供

しているものであります。 

短期借入金 2,030,069千円

１年内償還予定の社債 
(銀行保証付無担保社債) 

60,000 

未払金 9,836 

社債(銀行保証付無担保社債) 146,250 

長期未払金 118,221 

計 2,364,377 

建物及び構築物 58,105千円

土地 287,505 

計 345,611 

      担保付債務 

 
        なお、上記のほか、「前払式証票の規制等に関

する法律」に基づく供託として投資有価証券

40,240千円、「割賦販売法第18条の法律」に基づ

く供託金34,450千円、日本割賦保証㈱へ受託事業

基金供託金22,825千円及び預金488,750千円並び

に投資有価証券34,000千円を差し入れておりま

す。 

        下記は、堀田丸正株式会社ほか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5,265,523千円及び商工組合中央

金庫からの借入金2,096,226千円の共同担保に供

しているものであります。 

短期借入金 1,982,815千円

１年内償還予定の社債 
(銀行保証付無担保社債) 

20,000 

未払金 4,033 

社債(銀行保証付無担保社債) 78,750 

長期未払金 111,188 

計 2,196,786 

建物及び構築物 55,184千円

土地 170,831 

計 226,015 

  ２．受取手形割引高 50,071千円

      受取手形裏書高 25,020 

  ２．受取手形割引高 45,097千円

      受取手形裏書高 30,833 

  ３．偶発債務 

      債務保証 

        堀田丸正株式会社は、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 
ベ・マルシェ 

136,800 借入債務 

合計 136,800 ―

  ３．偶発債務 

      債務保証 

        堀田丸正株式会社は、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 
ベ・マルシェ 

84,000 借入債務 

合計 84,000 ―
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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)

  ４．財務制限条項等 

      下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務につ

いて、金利引上げ、期限の利益の喪失等の可能性が

あります。 

    (1) 平成17年６月28日締結の長期借入金172,000千

円(うち、１年以内返済予定額172,000千円)につ

いて下記の条項が付されております。 

        なお、平成22年３月31日現在、短期借入金に切

替えております。 

        基本契約締結日以降に到来する当社の毎会計年

度末において、決算報告書等に記載する連結での

貸借対照表、損益計算書につき、以下に定める事

由のいずれかが生じた場合には、基本契約の見直

しを目的とした協議をする。 

      ①  営業利益並びに経常利益が赤字になったと

き。 

      ②  自己資本比率が0％未満(債務超過状態)とな

ったとき。 

          その他、出資維持等に一定の制限が設けられ

ております。 

    (2) 平成20年９月26日締結の社債300,000千円(う

ち、１年以内償還予定社債100,000千円)について

は、出資維持等に一定の制限が設けられておりま

す。 

    (3) 平成18年５月11日及び平成18年５月30日締結の

長期借入金208,656千円(うち、１年以内返済予定

長期借入金52,164千円)については、営業用財産

の譲渡等について一定の制限が設けられておりま

す。 

  ４．財務制限条項等 

      下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務につ

いて、金利引上げ、期限の利益の喪失等の可能性が

あります。 

    (1) 平成17年６月28日締結の長期借入金について

は、下記の条項が付されております。 

        なお、平成22年３月31日付で、当該借入金は短

期借入金に切替えており、平成23年３月31日現在

の残高は152,748千円であります。 

        基本契約締結日以降に到来する当社の毎会計年

度末において、決算報告書等に記載する連結での

貸借対照表、損益計算書につき、以下に定める事

由のいずれかが生じた場合には、基本契約の見直

しを目的とした協議をする。 

      ①  営業利益並びに経常利益が赤字になったと

き。 

      ②  自己資本比率が0％未満(債務超過状態)とな

ったとき。 

          その他、出資維持等に一定の制限が設けられ

ております。 

    (2) 平成20年９月26日締結の社債200,000千円(う

ち、１年以内償還予定社債100,000千円)について

は、出資維持等に一定の制限が設けられておりま

す。 

    (3) 平成18年５月11日及び平成18年５月30日締結の

長期借入金156,492千円(うち、１年以内返済予定

長期借入金52,164千円)については、営業用財産

の譲渡等について一定の制限が設けられておりま

す。 
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(連結損益計算書関係) 

  

 
  

(自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(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

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。 

 224,372千円

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。 

 144,105千円

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の

とおりであります。 

販売手数料 798,342千円

給与手当 4,651,073 

賞与引当金繰入額 27,250 

退職給付費用 9,845 

減価償却費 112,768 

賃借料 1,655,811 

のれん償却額 365,137 

貸倒引当金繰入額 7,913 

※２．販売費及び一般管理費の主要な費目と金額は次の

とおりであります。 

 

販売手数料 536,308千円

給与手当 3,639,833 

賞与引当金繰入額 20,300 

退職給付費用 13,597 

減価償却費 101,387 

賃借料 1,285,383 

貸倒引当金繰入額 25,061 

※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 1,353千円

工具、器具及び備品 315 

その他 500 

計 2,169 

※３．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 284千円

工具、器具及び備品 123 

土地 5,452 

計 5,860 

※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

 

工具、器具及び備品 1,520千円

計 1,520 

※４．固定資産売却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 362千円

工具、器具及び備品 530 

計 892 

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 10,914千円

工具、器具及び備品 4,184 

計 15,098 

※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりであります。 

建物及び構築物 7,970千円

工具、器具及び備品 1,349 

計 9,319 
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(連結包括利益計算書関係) 

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 

(自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(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

※６．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

資産グループについて減損損失を計上しておりま

す。 

 
      当社グループは、事業の関連性により資産のグル

ーピングを行っております。ただし、賃貸用資産、

遊休資産については、個々の物件をグルーピングの

小単位としております。 

      営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであ

る資産グループ及び土地等の時価の下落が著しい資

産グループについては、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失(74,276千円)とし

て特別損失に計上しております。 

      なお、販売・管理施設の回収可能価額は、使用価

値により測定しており、将来キャッシュ・フローを

7.5％で割り引いて算定しております。 

      また、遊休資産は、正味売却価額により測定して

おり不動産鑑定評価額等により算定しております。 

    減損損失の内訳 

 

場所 用途 種類
減損損失 
(千円)

東京都渋谷区他 
販売・管理
施設 

建物及び工
具器具備品 

2,568

東京都渋谷区 
販売・管理
施設 

建 物、工 具
器具備品及
び電話加入
権 

5,633

東京都渋谷区他 
販売・管理
施設 

建物及び工
具器具備品 

14,071

東京都渋谷区他 
販売・管理
施設 

建物及び工
具器具備品 

1,993

東京都渋谷区他 ― のれん 44,402

東京都渋谷区他 
販売・管理
施設 

建 物、工 具
器具備品ソ
フ ト ウ ェ
ア、商標権 

5,608

内訳 減損損失(千円)

建物及び構築物 13,276

工具、器具及び備品 12,672

電話加入権 2,454

のれん 44,402

ソフトウエア 1,131

商標権 339

※６．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

資産グループについて減損損失を計上しておりま

す。 

 
      当社グループは、事業の関連性により資産のグル

ーピングを行っております。ただし、賃貸用資産、

遊休資産については、個々の物件をグルーピングの

小単位としております。 

      営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであ

る資産グループ及び土地等の時価の下落が著しい資

産グループについては、帳簿価額を回収可能価額ま

で減額し、当該減少額を減損損失(123,611千円)と

して特別損失に計上しております。 

      なお、販売・管理施設の回収可能価額は、使用価

値により測定しており、将来キャッシュ・フローを

7.5％で割り引いて算定しております。 

     また、賃貸用資産の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

引き、土地については固定資産税評価額に基づき算

定しております。 遊休資産は、正味売却価額によ

り測定しており不動産鑑定評価額等により算定して

おります。 

    減損損失の内訳 

    

場所 用途 種類
減損損失 
(千円)

東京都渋谷区他 
販売・管理
施設 

建物及び工
具器具備品 

2,425

東京都台東区 
販売・管理
施設 

建 物、工 具
器具備品及
び電話加入
権 

1,201

東京都渋谷区他 
販売・管理
施設 

建物及び工
具器具備品 

3,309

東京都江戸川区 賃貸用資産 土地 116,674

内訳 減損損失(千円)

建物及び構築物 6,441

工具、器具及び備品 495

土地 116,674

親会社株主に係る包括利益 325,296千円

少数株主に係る包括利益 26,060千円

計 
 

351,356千円

その他有価証券評価差額金 △369千円

為替換算調整勘定 16,961千円

計 16,592千円
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(連結株主資本等変動計算書関係) 

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) 

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  普通株式の発行済株式総数の増加4,740千株は、新株予約権の権利行使による新株式の発行による増加であ

ります。 

２  Ａ種優先株式の発行済株式総数の増加１株は、第三者割当による新株式の発行(現物出資)による増加であり

ます。 

３  Ｂ種優先株式の発行済株式総数の増加１株は、第三者割当による新株式の発行(現物出資)による増加であり

ます。 

４  普通株式の自己株式の株式数の増加は、単元未満株式の買取による増加26株であります。 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 

 
(注) １  平成21年新株予約権の連結会計年度増加は、新株予約権の発行によるものであります。 

２  平成21年新株予約権の連結会計年度減少のうち15,150千株は、新株予約権の消却によるものであります。ま

た、4,740千株は、新株予約権の行使によるものであります。 

  

３．配当に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

 
前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度 
増加株式数(千株)

当連結会計年度 
減少株式数(千株)

当連結会計年度末 
株式数(千株)

発行済株式     

  普通株式(注)１ 24,207 4,740 ― 28,947 

  Ａ種優先株式(注)２ ― 0 ― 0 

  Ｂ種優先株式(注)３ ― 0 ― 0 

合計 24,207 4,740 ― 28,947 

自己株式     

  普通株式(注)４ 15 0 ― 15 

合計 15 0 ― 15 

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる 
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(千株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社 
(親会社) 

平成21年新株予約権 
(注)１、２ 

普通株式 ― 30,320 19,890 10,430 1,633 

合計 ― ― 30,320 19,890 10,430 1,633 
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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  普通株式の発行済株式総数の増加3,760千株は、新株予約権の権利行使による新株式の発行による増加であ

ります。 

２  Ａ種優先株式の発行済株式総数は１株であり、第三者割当による新株式の発行(現物出資)によるものであり

ます。 

３  Ｂ種優先株式の発行済株式総数は１株であり、第三者割当による新株式の発行(現物出資)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 

 
(注) 当連結会計年度減少は、新株予約権の行使によるものであります。 

  

  

３．配当に関する事項 

    該当事項はありません。 

  

 
前連結会計年度末 
株式数(千株)

当連結会計年度 
増加株式数(千株)

当連結会計年度 
減少株式数(千株)

当連結会計年度末 
株式数(千株)

発行済株式     

  普通株式(注)１ 28,947 3,760 ― 32,707 

  Ａ種優先株式(注)２ 0 ― ― 0 

  Ｂ種優先株式(注)３ 0 ― ― 0 

合計 28,947 3,760 ― 32,707 

自己株式     

  普通株式 15 ― ― 15 

合計 15 ― ― 15 

区分 新株予約権の内訳
新株予約権の
目的となる 
株式の種類

新株予約権の目的となる株式の数(千株) 当連結会計
年度末残高
(千円)

前連結会計
年度末

当連結会計
年度増加

当連結会計
年度減少

当連結会計
年度末

提出会社 
(親会社) 

平成21年新株予約権 
(注) 

普通株式 10,430 ― 3,760 6,670 1,044 

合計 ― 10,430 ― 3,760 6,670 1,044 
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(連結キャッシュ・フロー計算書関係) 

  

 
  

(自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(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

※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)

現金及び預金勘定 1,772,970千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△488,750 

担保提供の預金 △70,022 

現金及び現金同等物 1,214,197 

※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 1,786,979千円

預入期間が３ヶ月を超える 
定期預金 

△488,750 

担保提供の預金 △50,498 

現金及び現金同等物 1,247,730 

※２．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 

      株式の売却により連結子会社でなくなった株式会

社全国教育産業協会の連結除外時の資産及び負債の

主な内訳は、次のとおりであります。 

 

流動資産 532,101千円

固定資産 255,136 

流動負債 △453,884 

固定負債 △100,127 

少数株主持分 △77,284 

株式売却益 204,059 

  関係会社株式の売却価額 360,000 

  現金及び現金同等物 △169,047 

  売却による収入 190,952 

 ２．        ―――― 

  ３．重要な非資金取引の内容 

現物出資による社債の減少及び
資本金の増加額 

155,565千円

現物出資による社債の減少及び
資本準備金の増加額 

155,565 

  ３．重要な非資金取引の内容 

     当連結会計年度に新たに計上した重要な資産除去

債務の額は、181,469千円であります。 
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(セグメント情報等) 

Ⅰ  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 

    事業区分は、商品の種類で区分しております。 

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

結会計年度はブランド事業を行っておりません。 

 
和装事業 
(千円)

宝飾事業 
(千円)

洋装事業 
(千円)

寝装事業 
(千円)

健康関連事業 
(千円)

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 

7,612,151 3,746,030 6,994,857 2,379,346 5,866,881 

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高 

10,539 ― 2,490 ― 1,982 

計 7,622,690 3,746,030 6,997,348 2,379,346 5,868,863 

    営業費用 7,298,135 3,754,135 6,942,417 2,368,741 5,894,257 

    営業利益又は 
    営業損失(△) 

324,555 △8,105 54,930 10,604 △25,394 

Ⅱ．資産、減価償却費、 
    減損損失及び資本的支出 

     

    資産 3,506,224 1,113,260 2,136,731 572,896 1,935,261 

    減価償却費 34,965 29,580 11,667 3,806 24,947 

    減損損失 6,785 16,144 984 251 2,719 

    資本的支出 20,595 6,410 8,605 2,219 2,063 

  
美容事業 
(千円)

その他事業 
(千円)

計 
(千円)

消去又は全社 
(千円)

連結 
(千円)

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 

3,393,116 1,373,910 31,366,294 ― 31,366,294 

  (2) セグメント間の内部 
      売上高又は振替高 

― 35,309 50,321 (50,321) ― 

計 3,393,116 1,409,219 31,416,616 (50,321) 31,366,294 

    営業費用 3,301,974 1,544,884 31,104,548 202,741 31,307,289 

    営業利益又は 
    営業損失(△) 

91,142 △135,664 312,068 (253,062) 59,005 

Ⅱ．資産、減価償却費、 
    減損損失及び資本的支出 

     

    資産 1,395,217 862,569 11,522,162 1,030,314 12,552,476 

    減価償却費 271,330 17,551 393,849 18,785 412,634 

    減損損失 1,993 45,397 74,276 ― 74,276 

    資本的支出 4,066 7,647 51,608 8,493 60,102 
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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は392,005千円であり、主に管理部門に係

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1,036,310千円であり、その主なものは当社で

の余剰運用資産(現金及び有価証券)及び管理部門にかかる資産であります。 

  

【所在地別セグメント情報】 

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) 

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。 

  

【海外売上高】 

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、いずれも連結売上高の10％未満であるため、海外売上高の記載を省略しておりま

す。 

  

事業区分 主要な商品

和装事業 振袖、留袖、訪問着、七五三祝着、和装小物、着付け教室等 

宝飾事業 ダイヤモンドリング、ファッションリング、時計、ハンドバック等 

洋装事業 スーツ、毛皮コート、ベビー・子供用品、ブラウス等 

寝装事業 羽毛・羊毛ふとん、婚礼ふとん、タオルケット等 

健康関連事業 スポーツ用品、スポーツ関連商品、健康関連商品等 

美容事業 化粧品、浴用剤、美容室等 

その他事業 信販、投資事業組合、レストラン運営等 
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Ⅱ  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、本社に商品・サービス別の事業本部を置き、各事業本部は、取り扱う商品・サービスについて

国内の包括的な戦略を立案し、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商品・サービス別のセグメントから構成されており、

「美容事業」、「スポーツ事業」、「ＤＳＭ事業」、「和装事業」、「卸売事業」及び「宝飾事業」の

６つを報告セグメントとしております。 

「美容事業」は、美容室の運営を行っております。「スポーツ事業」は、スポーツ関連商品の販売を行

っております。「ＤＳＭ事業」は健康関連や生活関連商品の訪問販売及び催事販売を行っております。

「和装事業」は、呉服、和装小物等の販売を行っております。「卸売事業」は、呉服、アパレル、寝装

等の卸売業であります「宝飾事業」は、宝石、時計、アクセサリー等の販売を行っております。 

  

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

 報告されたいる事業セグメントの会計処理は、「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。また、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。 
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３  報告セグメントごとの売上高、利益又は損失、資産及びその他の項目の金額に関する情報 

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） 

   

 
  

 
  

(注)１ その他には、報告セグメントに含まれない事業セグメントである金融事業及びその他事業等を含んでおりま

す。 

  ２ 調整額は、以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額△27,838千円には、セグメント間取引消去27,070千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△67,921千円及び棚卸資産の調整額13,012千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費であります。 

(2) セグメント資産の調整額△3,688,581千円には、セグメント間債権の相殺消去△6,357,986千円、各報告セ

グメントに配分していない本社資産2,682,862千円及び棚卸資産の調整額△13,457千円が含まれておりま

す。 

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額8,175千円は、本社等の設備投資額であります。 

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

  (単位：千円) 

 

報告セグメント

美容 スポーツ ＤＳＭ 和装 卸売

売上高      

  外部顧客への売上高 3,393,116 4,795,176 4,922,843 5,990,549 9,470,575 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― 48,894 9,174 232 297,854 

計 3,393,116 4,844,071 4,932,018 5,990,781 9,768,430 

セグメント利益又は損失(△) 91,142 △90,568 71,927 227,777 △23,021 

セグメント資産 1,752,601 1,796,689 500,124 1,159,986 7,286,603 

その他の項目      

  減価償却費 271,330 133,230 31,626 37,450 14,001 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

4,066 1,544 5,471 18,808 9,475 

 

報告セグメント
その他 
(注１)

合計
 

調整額 
(注２)

連結 
損益計算書 
計上額 
(注３)宝飾 計

売上高       

  外部顧客への売上高 1,503,121 30,075,383 1,315,292 31,390,676 △24,381 31,366,294 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― 356,156 98,001 454,158 264,217 718,376 

計 1,503,121 30,431,540 1,413,294 31,844,834 239,836 32,084,670 

セグメント利益又は損失(△) △59,863 217,393 △130,549 86,843 △27,838 59,005 

セグメント資産 796,241 13,292,245 2,948,812 16,241,058 △3,688,581 12,552,476 

その他の項目       

  減価償却費 16,657 504,297 2,562 506,859 △94,225 412,634 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

4,383 43,749 8,178 51,927 8,175 60,102 
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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） 

   

 
  

 
  

(注)１ その他には、報告セグメントに含まれない事業セグメントである金融事業及びその他事業等を含んでおりま

す。 

  ２ 調整額は、以下のとおりであります。 

(1) セグメント利益の調整額△94,738千円には、セグメント間取引消去23,284千円、各報告セグメントに配分

していない全社費用△121,409千円及び棚卸資産の調整額3,386千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費であります。 

(2) セグメント資産の調整額△3,294,585千円には、セグメント間債権の相殺消去△6,351,733千円、各報告セ

グメントに配分していない本社資産3,067,219千円及び棚卸資産の調整額△10,071千円が含まれておりま

す。 

(3) 有形固定資産及び無形固定資産の増加額の調整額15,285千円は、本社リース資産の投資額であります。 

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

  

（追加情報） 
当連結会計年度より、「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。 

  (単位：千円) 

 

報告セグメント

美容 スポーツ ＤＳＭ 和装 卸売

売上高      

  外部顧客への売上高 3,127,489 4,696,484 3,970,689 3,214,961 8,671,183 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― ― ― ― 214,755 

計 3,127,489 4,696,484 3,970,689 3,214,961 8,885,939 

セグメント利益又は損失(△) 263,764 114,367 162,094 8,474 △137,631 

セグメント資産 1,492,345 2,110,710 671,739 948,002 6,637,173 

その他の項目      

  減価償却費 51,843 21,834 684 24,512 15,341 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

65,443 23,505 ― 23,471 18,830 

 

報告セグメント
その他 
(注１)

合計
 

調整額 
(注２)

連結 
損益計算書 
計上額 
(注３)宝飾 計

売上高       

  外部顧客への売上高 1,194,373 24,875,182 1,098,591 25,973,774 ― 25,973,774 

  セグメント間の内部 
  売上高又は振替高 

― 214,755 23,560 238,316 △238,316 ― 

計 1,194,373 25,089,938 1,122,152 26,212,091 △238,316 25,973,774 

セグメント利益又は損失(△) △9,839 401,229 △115,517 285,712 △94,738 190,973 

セグメント資産 717,116 12,566,675 2,056,239 14,622,915 △3,294,585 11,328,330 

その他の項目       

  減価償却費 11,303 125,519 1,971 127,490 21,362 148,853 

  有形固定資産及び 
  無形固定資産の増加額 

― 131,249 1,771 133,021 15,285 148,306 
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(関連情報) 

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 

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合計

額に占める割合がいずれも90％超であるため、地域に関する情報の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、省略しております。 

  

  

(固定資産の減損損失に関する報告セグメント別情報) 

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) 

 
  

(負ののれんに関する報告セグメント別情報) 

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) 

 美容 スポーツ ＤＳＭ 和装 卸売 宝飾 その他 全社・消去 合計

減損損失 3,309 1,093 ― 1,146 116,674 1,201 185 ― 123,611 

        (単位：千円) 

 美容 スポーツ ＤＳＭ 和装 卸売 宝飾 その他 全社・消去 合計

当期償却額 ― ― ― ― 23,847 ― ― ― 23,847 

当期末残高 ― ― ― ― 26,791 ― ― ― 26,791 
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(１株当たり情報) 

  

 
(注) １  １株当たり当期純損益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

  

 
  

(自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(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

１株当たり純資産額 △73銭 １株当たり純資産額 1円08銭 

１株当たり当期純利益 12円44銭 １株当たり当期純損失 3円59銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 12円02銭 
  なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損
失であるため記載しておりません。 

 (自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(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

１株当たり当期純損益金額   

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 308,290 △92,038 

普通株主に帰属しない金額(千円) 127 15,556 

(うち優先配当額) (千円) (127) (15,556)

普通株式に係る当期純利益又は 
当期純損失(△)(千円) 

308,162 △107,594 

期中平均株式数(千株) 24,781 30,010 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額 (千円) 127 ― 

(うち優先配当額) (千円) (127) (―)

普通株式増加数(千株) 856 ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要 

旧商法第280条ノ20及び
第280条ノ21の規定に基
づく新株予約権 
平成17年６月29日の定
時株主総会決議 

314個 
平成22年３月５日取締
役会決議発行 
Ａ種優先株式    １株 
Ｂ種優先株式    １株 

 

平成22年３月５日取締
役会決議発行 
Ａ種優先株式    １株 
Ｂ種優先株式    １株 
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２  １株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

(重要な後発事象) 

    
   
  

 (自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(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

純資産の部の合計額(千円) 2,117,137 1,984,626 

純資産の部の合計額から控除する金額(千円) 2,138,239 1,949,440 

(うち新株予約権)(千円) (1,633) (1,044)

(うち少数株主持分)(千円) (1,825,347) (1,621,707)

(うちＡ種優先株式の払込金額)(千円) (100,000) (100,000)

(うちＢ種優先株式の払込金額)(千円) (211,131) (211,131)

(うち優先配当額)(千円) (127) (15,556)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) △21,101 35,186 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の 
普通株式の数(千株) 

28,931 32,691 

(自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前連結会計年度
(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

   

   

   

   

―――――  連結子会社である丸善ヤマノ株式会社は、丸善株式会

社、当社及び丸善ヤマノ株式会社の間の提携関係終了に

伴い平成23年４月４日付で、商号をＦ企画株式会社に変

更し平成23年４月28日付で清算を決議いたしました。 
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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 406,192 ※1 551,469
  受取手形 ※1 3,645 1,127
  売掛金 ※1 750,947 ※1 620,072
  商品及び製品 1,300,077 965,427
  原材料及び貯蔵品 2,452 1,718
  前渡金 7,099 58,805
  前払費用 53,106 53,433
  短期貸付金 ※2 572,186 ※2 569,127
  未収入金 209,308 ※2 128,546
  その他 57,904 78,395
  貸倒引当金 △603,342 △620,582

  流動資産合計 2,759,579 2,407,541
 固定資産   
  有形固定資産   
   建物 916,049 916,005
    減価償却累計額 △609,831 △584,582

    建物（純額） ※1 306,217 ※1 331,423
   構築物 38,460 38,457
    減価償却累計額 △36,889 △37,197

    構築物（純額） 1,571 1,259
   車両運搬具 26,802 26,802
    減価償却累計額 △23,740 △24,731

    車両運搬具（純額） 3,062 2,070
   工具、器具及び備品 203,527 196,059
    減価償却累計額 △173,946 △169,213

    工具、器具及び備品（純額） 29,580 26,845
   土地 ※1 553,627 ※1 552,703
   リース資産 1,266 14,262
    減価償却累計額 △422 △1,942

    リース資産（純額） 844 12,320

   有形固定資産合計 894,903 926,623
  無形固定資産   
   ソフトウエア 59,604 38,660
   その他 9,462 9,409

   無形固定資産合計 69,066 48,069
  投資その他の資産   
   投資有価証券 ※1 66,620 ※1 62,742
   関係会社株式 ※1 3,265,582 ※1 1,910,780
   関係会社長期貸付金 ※1 1,769,047 ※1 1,375,754
   長期未収債権 124,279 124,279
   破産更生債権等 ※2 740,447 －
   敷金及び保証金 ※1 1,062,950 ※1 865,624
   その他 63,077 39,636
   貸倒引当金 △1,569,072 △677,461

   投資その他の資産合計 5,522,933 3,701,355

  固定資産合計 6,486,903 4,676,048

 資産合計 9,246,482 7,083,590
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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 716,197 663,681
  買掛金 709,301 590,276
  短期借入金 ※1, ※2 2,726,319 ※1, ※2 2,693,065
  1年内返済予定の長期借入金 93,000 85,476
  1年内償還予定の社債 ※1 140,000 ※1 120,000
  未払金 921,531 785,654
  未払費用 218,902 268,670
  未払法人税等 30,668 25,287
  未払消費税等 69,244 －
  前受金 227,303 164,635
  預り金 62,793 37,470
  賞与引当金 18,700 20,300
  ポイント引当金 31,184 37,862
  株主優待引当金 5,166 4,101
  返品調整引当金 2,380 －
  グループ預り金 ※3 2,114,380 ※3 1,076,189
  その他 265 30,335

  流動負債合計 8,087,341 6,603,008
 固定負債   
  社債 220,000 100,000
  債務保証損失引当金 163,323 200,281
  長期未払金 32,041 14,331
  長期リース資産減損勘定 108,368 －
  資産除去債務 － 65,785
  その他 12,748 32,671

  固定負債合計 536,481 413,070

 負債合計 8,623,822 7,016,079

純資産の部   
 株主資本   
  資本金 1,510,912 1,573,246
  資本剰余金   
   資本準備金 624,576 686,910
   その他資本剰余金 1,309,527 1,309,527

   資本剰余金合計 1,934,103 1,996,438
  利益剰余金   
   利益準備金 33,000 33,000
   その他利益剰余金   
    繰越利益剰余金 △2,851,933 △3,528,614

   利益剰余金合計 △2,818,933 △3,495,614
  自己株式 △3,019 △3,019

  株主資本合計 623,063 71,051
 評価・換算差額等   
  その他有価証券評価差額金 △2,036 △4,584

  評価・換算差額等合計 △2,036 △4,584
 新株予約権 1,633 1,044

 純資産合計 622,660 67,511

負債純資産合計 9,246,482 7,083,590
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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   
 役務収益 176,876 94,492
 商品売上高 7,824,796 12,259,646
 その他 16,929 －

 売上高合計 8,018,602 12,354,138

売上原価   
 商品期首たな卸高 － 1,300,077
 当期商品仕入高 3,715,401 6,100,871
 合併による商品受入高 1,559,838 －

 合計 5,275,239 7,400,948
 商品期末たな卸高 1,300,077 965,427
 他勘定振替高 13,133 48,760
 その他 3,126 －

 売上原価合計 ※1 3,965,155 ※1 6,386,760

売上総利益 4,053,446 5,967,378

返品調整引当金繰入額 2,380 －

返品調整引当金戻入額 1,430 2,380

差引売上総利益 4,052,496 5,969,758

販売費及び一般管理費 ※3 3,765,760 ※3 5,846,303

営業利益 286,736 123,455

営業外収益   
 受取利息 ※2 122,444 ※2 48,966
 有価証券利息 560 560
 受取配当金 469 ※2 99,478
 雑収入 37,404 72,504

 営業外収益合計 160,879 221,509

営業外費用   
 支払利息 ※2 223,081 ※2 182,724
 社債利息 13,074 5,637
 雑損失 65,694 43,484

 営業外費用合計 301,850 231,845

経常利益 145,765 113,119

特別利益   
 固定資産売却益 － ※4 5,737
 投資有価証券売却益 649 719
 関係会社株式売却益 893,046 －
 関係会社清算益 － 415,536
 貸倒引当金戻入額 1,047,429 160,314
 債務保証損失引当金戻入額 131,090 －
 投資損失引当金戻入額 1,050,499 －
 事業譲渡益 48,086 －
 その他 75,621 4,875

 特別利益合計 3,246,425 587,183
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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) 

特別損失   
 固定資産除却損 － ※5 3,531
 減損損失 ※6 2,568 ※6 2,425
 関係会社株式評価損 10,862 1,201,517
 投資有価証券評価損 5,999 1,588
 投資有価証券売却損 6,123 20
 貸倒引当金繰入額 183,152 2,067
 店舗閉鎖損失 33,811 13,204
 債務保証損失引当金繰入額 － 36,958
 抱合せ株式消滅差損 2,628,596 －
 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 － 35,824
 その他 22,747 40,767

 特別損失合計 2,893,862 1,337,906

税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） 498,329 △637,603

法人税、住民税及び事業税 16,553 39,077

法人税等合計 16,553 39,077

当期純利益又は当期純損失（△） 481,775 △676,681
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（３）売上原価明細書

  (自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前事業年度
(自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日) 

当事業年度

区分
注記 
番号

金額(千円)
構成比 
(％)

金額(千円)
構成比 
(％)

Ⅰ その他売上原価      

減価償却費  3,126 100.0 ― ― 

合計  3,126 100.0 ― ― 
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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 1,276,765 1,510,912
  当期変動額   
   新株の発行（新株予約権の行使） 78,581 62,334
   優先株式の発行 155,565 －

   当期変動額合計 234,146 62,334

  当期末残高 1,510,912 1,573,246
 資本剰余金   
  資本準備金   
   前期末残高 390,429 624,576
   当期変動額   
    新株の発行（新株予約権の行使） 78,581 62,334
    優先株式の発行 155,565 －

    当期変動額合計 234,146 62,334

   当期末残高 624,576 686,910
  その他資本剰余金   
   前期末残高 1,309,527 1,309,527
   当期変動額   
    当期変動額合計 － －

   当期末残高 1,309,527 1,309,527
  資本剰余金合計   
   前期末残高 1,699,956 1,934,103
   当期変動額   
    新株の発行（新株予約権の行使） 78,581 62,334
    優先株式の発行 155,565 －

    当期変動額合計 234,146 62,334

   当期末残高 1,934,103 1,996,438
 利益剰余金   
  利益準備金   
   前期末残高 33,000 33,000
   当期変動額   
    当期変動額合計 － －

   当期末残高 33,000 33,000
  その他利益剰余金   
   繰越利益剰余金   
    前期末残高 △3,333,708 △2,851,933
    当期変動額   
     当期純利益又は当期純損失（△） 481,775 △676,681

     当期変動額合計 481,775 △676,681

    当期末残高 △2,851,933 △3,528,614
  利益剰余金合計   
   前期末残高 △3,300,708 △2,818,933
   当期変動額   
    当期純利益又は当期純損失（△） 481,775 △676,681

    当期変動額合計 481,775 △676,681

   当期末残高 △2,818,933 △3,495,614
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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 △3,017 △3,019
  当期変動額   
   自己株式の取得 △1 －

   当期変動額合計 △1 －

  当期末残高 △3,019 △3,019
 株主資本合計   
  前期末残高 △327,004 623,063
  当期変動額   
   新株の発行（新株予約権の行使） 157,162 124,668
   優先株式の発行 311,131 －
   当期純利益又は当期純損失（△） 481,775 △676,681
   自己株式の取得 △1 －

   当期変動額合計 950,067 △552,012

  当期末残高 623,063 71,051

評価・換算差額等   
 その他有価証券評価差額金   
  前期末残高 △4,965 △2,036
  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

2,928 △2,547

   当期変動額合計 2,928 △2,547

  当期末残高 △2,036 △4,584
 評価・換算差額等合計   
  前期末残高 △4,965 △2,036
  当期変動額   

   株主資本以外の項目の当期変動額（純
額） 

2,928 △2,547

   当期変動額合計 2,928 △2,547

  当期末残高 △2,036 △4,584

新株予約権   
 前期末残高 － 1,633
 当期変動額   
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 1,633 △588

  当期変動額合計 1,633 △588

 当期末残高 1,633 1,044

純資産合計   
 前期末残高 △331,969 622,660
 当期変動額   
  新株の発行（新株予約権の行使） 157,162 124,668
  優先株式の発行 311,131 －
  当期純利益又は当期純損失（△） 481,775 △676,681
  自己株式の取得 △1 －
  株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 4,562 △3,136

  当期変動額合計 954,629 △555,149

 当期末残高 622,660 67,511
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（５）継続企業の前提に関する注記

(自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前事業年度
(自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日) 

当事業年度

  当社は、前事業年度末において、経常損失7,164千円

を計上し、関係会社株式評価損642,253千円や、貸倒引

当金繰入額に721,202千円を特別損失に計上したこと等

により、当期純損失781,376千円を計上した結果、株主

資本は327,004千円、純資産は331,969千円の債務超過に

なっておりました。 

  当該状況を解消すべく平成21年10月１日付で連結子会

社８社を吸収合併し、純粋持株会社から事業持株会社へ

移行し、管理部門の統合による経費圧縮等、構造改革を

実施した結果、当事業年度末においては営業利益

286,736千円、経常利益145,765千円、関係会社株式売却

益等を特別利益に計上し、被合併会社の繰越欠損金を引

継いだことによる法人税の減額等により、当期純利益

481,775千円を計上いたしました。 

  また、平成21年10月15日付で第１回新株予約権を発行

し、当連結会計年度における行使金額の総額は156,420

千円となり、平成22年３月29日付で社債の現物出資(デ

ット・エクイティ・スワップ)による優先株式311,131千

円を発行し、債務超過の状況は解消され、株主資本は

623,063千円、自己資本は621,026千円となっておりま

す。 

  このように自己資本の増強及び収益力の強化施策によ

り、営業利益においても黒字を計上することができまし

たが、本格的な業績の回復を確認できるまでには至って

いるとは言い難く、依然として継続企業の前提に関する

重要な疑義を生じるような状況が存在しております。  

  当社といたしましては、前述の連結子会社８社との合

併による効果は、平成23年３月期においては本格的に寄

与する見込みであり、また、健康関連事業ののれん償却

約１億円が終了しているため、営業利益はさらなる改善

が見込まれます。  

  財務面につきましては、債務超過解消による取引の正

常化や、在庫の圧縮、さらに新株予約権の行使による資

金調達の促進を図っており、当面の間の資金繰りに問題

はないものと考えております。  

  以上により、当社グループの事業継続に懸念はないも

のと判断しております。  

  しかしながら、これらの対応策に対し、営業施策面に

おきましては今後の消費動向の影響を受けるため、また

財務面におきましては関係者との協議を行いながら進め

ている途上であるため、現時点では継続企業の前提に関

する重要な不確実性が認められます。  

  財務諸表は継続企業を前提として作成されており、上

記のような重要な疑義の影響を財務諸表には反映してお

りません。 

―――― 
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（６）重要な会計方針

項目 (自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前事業年度
(自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日) 

当事業年度

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

    移動平均法による原価法を採用し

ております。 

(1) 子会社株式及び関連会社株式 

同左

 (2) その他有価証券 

    時価のあるもの 

      決算日の市場価格等に基づく時

価法を採用しております。(評価

差額は全部純資産直入法により処

理し、売却原価は主として移動平

均法により算定) 

(2) その他有価証券 

    時価のあるもの 

同左

     時価のないもの 

      移動平均法による原価法を採用

しております。 

      なお、投資事業有限責任組合及

びこれに類する組合への出資(金

融商品取引法第２条第２項により

有価証券とみなされるもの)につ

いては、組合契約に規定される決

算報告日に応じて入手可能な 近

の決算書を基礎とし、持分相当額

を純額で取り込む方法によってお

ります。 

    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。 

２．デリバティブの評価基準

及び評価方法 

時価法を採用しております。 同左

３．たな卸資産の評価基準及

び評価方法の方法 

(1) 商品 

    個別法による原価法(貸借対照表

価額については収益性の低下に基づ

く簿価切下げの方法) 

(1) 商品 

同左 

 (2) 貯蔵品 

     終仕入原価法(貸借対照表価額

については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法) 

(2) 貯蔵品 

 同左   

４．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(付属設備を

除く。)については定額法)を採用し

ております。 

    なお、主な耐用年数は以下のとお

りであります。 

建物 14～47年 

(1) 有形固定資産(リース資産を除く) 

同左
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項目 (自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前事業年度
(自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日) 

当事業年度

 (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。 

    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)に基づく定額法を採用

しております。 

(2) 無形固定資産(リース資産を除く) 

同左

 (3) リース資産 

    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、所有権移転外ファイナン

ス・リース取引のうちリース取引開

始が平成20年３月31日以前のリース

取引については、通常の賃貸借取引

に係る方法に準じた会計処理によっ

ております。 

(3) リース資産 

同左

５．繰延資産の処理方法 (1) 株式交付費 

    支出時に全額費用として処理して

おります。 

(1) 株式交付費 

同左

６．引当金の計上基準 (1) 貸倒引当金 

    売上債権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。 

(1) 貸倒引当金 

同左

 (2) 賞与引当金 

    従業員に対して支給する賞与の支

出に充てるため、支給見込額に基づ

き計上しております。 

(2) 賞与引当金 

同左 

 (3) 返品調整引当金 

    健康関連商品売上に係る返品に対

処するため、当事業年度の一定の期

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 

 (4) ポイント引当金 

    ポイントカードにより顧客に付与

したポイントの使用に備えるため、

当事業年度末において将来使用され

ると見込まれる額を計上しておりま

す。 

(4) ポイント引当金 

同左

 (5) 株主優待引当金 

    将来の株主優待券の利用による費

用の発生に備えるため、株主優待券

の利用実績に基づいて、翌期以降に

発生すると見込まれる額を計上して

おります。 

(5) 株主優待引当金 

同左
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項目 (自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前事業年度
(自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日) 

当事業年度

 (6) 債務保証損失引当金 

    債務保証の履行による損失に備え

るため、被債務保証会社の財政状態

等を勘案し、損失見込額を計上して

おります。 

(6) 債務保証損失引当金 

同左

７．ヘッジ会計の方法 (1) ヘッジ会計の方法 

    特例処理の要件を満たしている金

利スワップ取引について当該特例処

理によっております。 

(1) ヘッジ会計の方法 

同左

 (2) ヘッジの手段とヘッジ対象 

    ヘッジ会計を適用したヘッジ手段

とヘッジ対象は以下のとおりであり

ます。 

      ヘッジ手段……金利スワップ 

      ヘッジ対象……借入金 

(2) ヘッジの手段とヘッジ対象 

同左

 (3) ヘッジ方針 

    当社所定の社内承認手続きを行っ

た上で借入金利息の金利変動リスク

を回避する目的により金利スワップ

を利用しております。 

(3) ヘッジ方針 

同左

 (4) ヘッジ有効性評価の方法 

    金利スワップについては、特例処

理によっているため、ヘッジの有効

性の判定は省略しております。 

(4) ヘッジ有効性評価の方法 

同左

８．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事項 

(1) 消費税等の会計処理 

    税抜方式によっております。 

(1) 消費税等の会計処理 

同左
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（７）重要な会計方針の変更

(自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前事業年度
(自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日) 

当事業年度

   

   

   

   

   

   

   

   

   

―――― (資産除去債務に関する会計基準等） 

  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、当事業年度の営業利益及び経常利益は、

それぞれ3,124千円減少し、税引前当期純損失は、

38,948千円増加しております。 

（８）表示方法の変更

(自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前事業年度
(自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日) 

当事業年度

   

   

   

   

――――― (貸借対照表関係) 

 前事業年度において、投資その他の資産に区分掲記し

ておりました「破産更生債権等」(当事業年度3,752千

円)は、総資産の100分1以下となったため、当事業年度

において投資その他の資産「その他」に含めて表示して

おります。 

 前事業年度において、固定負債に区分掲記しておりま

した「長期リース資産減損勘定」(当事業年度7,780千

円)は、負債純資産合計の100分1以下となったため、当

事業年度において固定負債「その他」に含めて表示して

おります。 
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(貸借対照表関係) 

  

 
  

（９）個別財務諸表に関する注記事項

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．担保資産及び担保付債務 

      担保に供している資産は、次のとおりでありま

す。 

 
      なお、当社の借入に対し親会社等である株式会社

ヤマノネットワークは、当社子会社の堀田丸正株式

698,000株を担保に供しております。 

      また、当社の借入に対し子会社である株式会社マ

イスタイルが下記の担保を供しております。 

受取手形 2,576千円

売掛金 36,399 

建物 234,438 

土地 553,627 

関係会社株式 2,275,840 

投資有価証券 8,484 

関係会社長期貸付金 895,315 

敷金及び保証金 122,680 

計 4,129,360 

建物 139,315千円

土地 120,000 

計 259,315 

※１．担保資産及び担保付債務 

      担保に供している資産は、次のとおりでありま

す。 

 
      なお、当社の借入に対し親会社等である株式会社

ヤマノネットワークは、当社子会社の堀田丸正株式

698,000株を担保に供しております。 

      また、当社の借入に対し子会社である株式会社マ

イスタイルが下記の担保を供しております。 

現金及び預金 2,576千円

売掛金 26,463 

建物 213,756 

土地 552,703 

関係会社株式 1,075,200 

投資有価証券 7,342 

関係会社長期貸付金 700,000 

敷金及び保証金 99,210 

計 2,677,252 

建物 134,963千円

土地 128,000 

計 262,963 

      担保付債務は、次のとおりであります。 

短期借入金 2,726,319千円

１年内償還予定の社債 60,000 

計 2,786,319 

      担保付債務は、次のとおりであります。 

短期借入金 2,599,065千円

１年内償還予定の社債 20,000 

計 2,619,065 

      関係会社の借入に対する担保 

関係会社株式 1,084,580千円

計 1,084,580 

関係会社計上債務額 180,000千円

      関係会社の借入に対する担保 

関係会社株式 512,400千円

計 512,400 

関係会社計上債務額 180,000千円

      前払式証票の規制等に関する法律に基づき供託と

して差し入れている資産 

投資有価証券 40,736千円

      前払式証票の規制等に関する法律に基づき供託と

して差し入れている資産 

投資有価証券 40,240千円

※２．関係会社項目 

      関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

短期貸付金 538,773千円

短期借入金 850,000 

破産更生債権等 732,415 

※２．関係会社項目 

      関係会社に対する資産及び負債には区分掲記され

たもののほか次のものがあります。 

未収入金 110,183千円

短期貸付金 535,773 

短期借入金 824,500 

※３．「グループ預り金」は、「ＹＨＣグループ・キャ

ッシュマネジメントシステム」(ヤマノホールディ

ンググループの資金効率化を目的)による預りであ

ります。 

※３                   同左 
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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)

  ４．偶発債務 

    保証債務 

    (1) 関係会社について次のような債務保証を行って

おります。 

関係会社名 金額(千円) 内容

㈱ヤマノジュエリー
システムズ 

1,738 
買掛金に対する
根保証 

102,946 
銀行借入金、そ
の他借入、社債
に対する保証 

丸福商事㈱ 
128,349 

銀行借入金、輸
入取引、手形割
引に対する保証
及び根保証 

180,000 
輸入代行に対す
る保証 

㈱アールエフシー 473,191 
供託委託契約に
対する連帯保証  

㈱マイスタイル 18,181 
リース契約に対
する保証 

㈱ヤマノ1909セイビ
ング 

1,144,368 
供託委託契約に
対する連帯保証 

合計 2,048,774 ―

  ４．偶発債務 

    保証債務 

    (1) 関係会社について次のような債務保証を行って

おります。 

 

関係会社名 金額(千円) 内容

㈱ヤマノジュエリー
システムズ 

2,394 
買掛金に対する
根保証 

110,759 
銀行借入金、そ
の他借入、社債
に対する保証 

丸福商事㈱ 145,558 

銀行借入金、輸
入取引、手形割
引に対する保証
及び根保証 

㈱アールエフシー 444,754 
供託委託契約に
対する連帯保証  

㈱ヤマノ1909セイビ
ング 

1,100,541 
供託委託契約に
対する連帯保証 

合計 1,804,008 ―

    (2) 関係会社数社の事業所等賃借契約について保証

を行なっております。 

    (2) 関係会社数社の事業所等賃借契約について保証

を行なっております。 

  ５．財務制限条項等 

      下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務につ

いて、金利引上げ、期限の利益の喪失等の可能性が

あります。 

    (1) 平成17年6月28日締結の長期借入金172,000千円

(うち、１年内返済予定額172,000千円)について

下記の条項が付されております。 

        なお、平成22年3月31日現在、短期借入金に切

替ております。 

        基本契約締結日以降に到来する当社の毎会計年

度末において、決算報告書等に記載する連結での

貸借対照表、損益計算書につき、以下に定める事

由のいずれかが生じた場合には、基本契約の見直

しを目的とした協議をする。 

      ①  営業利益並びに経常利益が赤字になったと

き。 

      ②  自己資本比率が0％未満(債務超過状態)とな

ったとき。 

          その他、出資維持等に一定の制限が設けられ

ております。 

    (2) 平成20年9月26日締結の社債300,000千円(う

ち、１年以内償還予定社債100,000千円)について

は、出資維持等に一定の制限が設けられておりま

す。 

  ５．財務制限条項等 

      下記条項に抵触した場合は当該契約上の債務につ

いて、金利引上げ、期限の利益の喪失等の可能性が

あります。 

    (1) 平成17年6月28日締結の長期借入金について

は、下記の条項が付されております。 

         なお、平成22年３月31日付で、当該借入金は

短期借入金に切替えており、平成23年３月31日現

在の残高は152,748千円であります。 

        基本契約締結日以降に到来する当社の毎会計年

度末において、決算報告書等に記載する連結での

貸借対照表、損益計算書につき、以下に定める事

由のいずれかが生じた場合には、基本契約の見直

しを目的とした協議をする。 

      ①  営業利益並びに経常利益が赤字になったと

き。 

      ②  自己資本比率が0％未満(債務超過状態)とな

ったとき。 

          その他、出資維持等に一定の制限が設けられ

ております。 

    (2) 平成20年9月26日締結の社債200,000千円(う

ち、１年以内償還予定社債100,000千円)について

は、出資維持等に一定の制限が設けられておりま

す。 
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(損益計算書関係) 

  

 
  

(自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前事業年度
(自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日) 

当事業年度

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。 

 26,782千円

※１．期末たな卸高は収益性の低下に伴う簿価切下後の

金額であり、次のたな卸資産評価損が売上原価に含

まれております。 

 28,116千円

※２．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。 

 

関係会社よりの受取利息 121,037千円

関係会社への支払利息 114,544 

※２．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。 

関係会社よりの受取利息 47,340千円

関係会社よりの受取配当金 99,395 

関係会社への支払利息 74,603 

※３．販売費に属する費用のおおよその割合は28.7％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は71.3％

であります。 

      主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

販売手数料 309,997千円

販売員報酬 392,332 

給与手当 1,210,392 

賞与引当金繰入額 18,700 

のれん償却額 54,530 

賃借料 446,240 

※３．販売費に属する費用のおおよその割合は28.3％、

一般管理費に属する費用のおおよその割合は71.7％

であります。 

      主要な費目及び金額は次のとおりであります。 

販売手数料 359,175千円

販売員報酬 739,156 

給与手当 1,941,411 

賞与引当金繰入額 20,300 

賃借料 694,170 

貸倒引当金繰入額 23,735 

 ４．        ―――― 

    

      

      

 ５．        ―――― 

 

※４．固定資産売却益の内訳は次のとおりであります。 

 
※５．固定資産除却損の内訳は次のとおりでありま

す。     

建物及び構築物 284千円

土地 5,452 

計 5,737 

建物 3,213千円

工具、器具及び備品 318 

計 3,531 

※６．減損損失 

      当事業年度において、以下の資産について減損損

失を計上しております。 

 
      当社は、原則として、事業用資産については事業

部を基準としてグルーピングを行っております。た

だし、賃貸用資産、遊休資産については、個々の物

件をグルーピングの 小単位としております。 

      営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであ

る資産び土地等の時価の下落が著しい資産について

は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失(2,568千円)として特別損失に計上し

ております。 

      なお、販売・管理施設の回収可能価額は、ゼロと

して算定しております。 

場所 用途 種類
減損損失 
(千円)

東京都 
渋谷区他 

販売・管理施
設 

建物、工具 
器具備品 

2,568

※６．減損損失 

      当事業年度において、以下の資産について減損損

失を計上しております。 

 
      当社は、原則として、事業用資産については事業

部を基準としてグルーピングを行っております。た

だし、賃貸用資産、遊休資産については、個々の物

件をグルーピングの 小単位としております。 

      営業活動から生ずる損益が継続してマイナスであ

る資産び土地等の時価の下落が著しい資産について

は、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当該減少

額を減損損失(2,425千円)として特別損失に計上し

ております。 

      なお、販売・管理施設の回収可能価額は、ゼロと

して算定しております。 

減損損失の内訳 

場所 用途 種類
減損損失 
(千円)

東京都 
渋谷区他 

販売・管理施
設 

建物、工具 
器具備品 

2,425

内訳 減損損失(千円)

建物及び構築物 2,204

工具、器具及び備品 221
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(株主資本等変動計算書関係) 

前事業年度(自  平成21年４月１日  至  平成22年３月31日) 

  自己株式の種類及び株式数に関する事項 

 
(注)  普通株式の自己株式の増加は、単元未満株式の買取りによる増加26株であります。 

  

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 

 
  

 
前事業年度末 
株式数(千株)

当事業年度 
増加株式数(千株)

当事業年度 
減少株式数(千株)

当事業年度末 
株式数(千株)

普通株式(注) 15 0 ― 15 

合計 15 0 ― 15 

 
前事業年度末 
株式数(千株)

当事業年度 
増加株式数(千株)

当事業年度 
減少株式数(千株)

当事業年度末 
株式数(千株)

普通株式 15 ― ― 15 

合計 15 ― ― 15 
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(１株当たり情報) 

  

 
(注) １  １株当たり当期純損益金額及び潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額の算定上の基礎は、以下のとおり

であります。 

  

 
  

(自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前事業年度
(自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日) 

当事業年度

１株当たり純資産額 10円71銭 １株当たり純資産額 △7円96銭 

１株当たり当期純利益 19円44銭 １株当たり当期純損失 23円7銭 

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額 18円79銭 
 なお、潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額につ
いては、潜在株式は存在するものの１株当たり当期純損
失であるため記載しておりません。 

 (自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前事業年度
(自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日) 

当事業年度

１株当たり当期純損益金額   

当期純利益又は当期純損失(△)(千円) 481,775 △676,681 

普通株主に帰属しない金額(千円) 127 15,556 

(うち優先配当額)(千円) (127) (15,556)

普通株式に係る当期純利益又は 
当期純損失(△)(千円) 

481,647 △692,237 

期中平均株式数(千株) 24,781 30,010 

   

潜在株式調整後１株当たり当期純利益金額   

当期純利益調整額(千円) 127 ― 

(うち優先配当額)(千円) (127) ― 

普通株式増加数(千株) 856 ― 

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後１株
当たり当期純利益の算定に含めなかった潜在株式
の概要 

旧商法第280条ノ20及び
第280条ノ21の規定に基
づく新株予約権 
平成17年６月29日の定
時株主総会決議 

314個 
平成22年３月５日取締役
会決議発行 
Ａ種優先株式    １株 
Ｂ種優先株式    １株 

平成22年３月５日取締役
会決議発行 
Ａ種優先株式    １株 
Ｂ種優先株式    １株 
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２  １株当たり純資産の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

(重要な後発事象) 

  

前事業年度(自  平成21年４月１日至  平成22年３月31日) 

該当事項はありません。 

当事業年度(自  平成22年４月１日至  平成23年３月31日) 

該当事項はありません。  

 (自  平成21年４月１日 
至  平成22年３月31日) 

前事業年度
(自  平成22年４月１日 
至  平成23年３月31日) 

当事業年度

純資産の部の合計額(千円) 622,660 67,511 

純資産の部の合計額から控除する金額 (千円) 312,892 327,732 

(うち新株予約権)(千円) (1,633) (1,044)

(うちＡ種優先株式の払込金額)(千円) (100,000) (100,000)

(うちＢ種優先株式の払込金額)(千円) (211,131) (211,131)

(うち優先配当額)(千円) (127) (15,556)

普通株式に係る期末の純資産額(千円) 309,767 △260,221 

１株当たり純資産額の算定に用いられた期末の 
普通株式の数(千株) 

28,931 32,691 
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６．その他 

①代表取締役の異動 

 該当事項はありません。 

②その他の役員の異動 

該当事項はありません。 

（１）役員の異動
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