
１．平成16年9月中間期の連結業績（平成16年4月1日～平成16年9月30日） 

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  8円9銭 
 ※ 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含ん 
  でおります。実際の業績等は、業況の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 

                 
  

平平平平成成成成17171717年年年年3333月月月月期期期期    中中中中間間間間決決決決算算算算短短短短信信信信（（（（連連連連結結結結））））    平成16年11月22日 

上場会社名 株式会社 銀銀銀銀座座座座山山山山形形形形屋屋屋屋 上場取引所   
コード番号 8215 本社所在都道府県 東京都 
(URL http://www.ginyama.co.jp/) 
代  表  者 役職名 代表取締役社長  氏名 菊地 邦紀 
問合せ先責任者 役職名 取締役管理本部長  氏名 岩井 久則 ＴＥＬ  （03）3545－4731 
決算取締役会開催日 平成16年11月22日 
親会社名   －  (コード番号： －  ) 親会社における当社の株式保有比率 －％ 
米国会計基準採用の有無 無 

(1）連結経営成績 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 売上高 営業利益 経常利益 

 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
16年9月中間期 3,944 △13.6 115 － 123 － 
15年9月中間期 4,567 △13.8 △10 － 5 － 
16年3月期 9,559  194  212  

 中間(当期)純利益 
１株当たり中間 
(当期)純利益 

潜在株式調整後１株当 
たり中間(当期)純利益 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 
16年9月中間期 19 △75.0 1 11 － － 
15年9月中間期 76 － 4 93 － － 

16年3月期 177  10 82 － － 
（注）①持分法投資損益 16年9月中間期 －百万円 15年9月中間期 －百万円 16年3月期 －百万円

②期中平均株式数 (連結) 16年9月中間期 17,301,220株 15年9月中間期 15,436,888株 16年3月期 16,369,787株

③会計処理の方法の変更 有 

④売上高、営業利益、経常利益、中間(当期)純利益におけるパーセント表示は、対前年中間期増減率であります。 

(2）連結財政状態 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 総資産 株主資本 株主資本比率 １株当たり株主資本 
 百万円 百万円 ％ 円 銭 
16年9月中間期 7,717 3,883 50.3 224 48 
15年9月中間期 8,482 3,742 44.1 216 29 

16年3月期 7,890 3,927 49.8 227 02 
（注）期末発行済株式数（連結） 16年9月中間期 17,301,220株 15年9月中間期 17,303,355株 16年3月期 17,301,220株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （注）記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

 
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 
16年9月中間期 265 77 △86 2,592 
15年9月中間期 △838 1,210 △203 2,291 
16年3月期 △28 1,405 △1,164 2,335 

(4）連結範囲及び持分法の適用に関する事項 
連結子会社数 7社 持分法適用非連結子会社数 －社 持分法適用関連会社数 －社

(5）連結範囲及び持分法の適用の異動状況 
連結（新規） －社 （除外） －社 持分法（新規） －社 （除外） －社

２．平成17年3月期の連結業績予想（平成16年4月1日～平成17年3月31日）   

 売上高 経常利益 当期純利益 
  百万円  百万円  百万円 
通 期 8,500  280  140  
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１．企業集団等の状況 
  当社グループは、当社及び連結子会社7社で構成され、紳士服・婦人服等アパレル製品の商品企画、製造、販売 

 及び靴・鞄・衣料雑貨品・服飾雑貨品・洋服生地等の販売ならびにコンピュータ・ソフトウエアの開発、販売、情 

 報処理業務等を主な事業内容としており、当社は子会社の株式を所有することによる子会社の支配・管理を行って 

 おります。 

  また、その他の事業として不動産賃貸事業を行っております。 

  当社グループが営んでいる事業と当該事業における当社及び連結子会社の位置付けは次のとおりであります。 

 衣料品製造・販売事業 

① 日本ソーイング（株）は、グループ会社からの紳士服・婦人服の受託縫製加工を行っております。 

② ㈱銀座山形屋トレーディング、㈱ウイングロード、㈱エルメックス・ハウスは紳士服・婦人服等の店舗販売・ 

無店舗販売・一般顧客への受託加工販売を行っております。 

③ （株）ヴァイソムは関係会社間の縫製加工の取次ぎ及び紳士服・婦人服の商品企画を行なっております。 

④ ㈱ディーエイチエスは関係会社のコンピュータ・ソフトウェアの開発、情報処理業務及び一般顧客(衣料品業) 

へのソフトウェアの開発・販売を行なっております。 

 その他の事業 

① 当社は不動産賃貸事業を行なっております。 

 以上に述べた事項の概要図は、次のとおりであります。 
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 子会社は、次のとおりであります。 

連結子会社 

当 社 

顧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

客 

 

日本ソーイング㈱ 紳士服・婦人服の受託縫製加工 
㈱銀座ファッション 休眠 
㈱エルメックス・ハウス 紳士服・婦人服店舗販売 
㈱ウィングロード 紳士服・婦人服店舗販売 
㈱銀座山形屋トレーディング 紳士服・婦人服無店舗販売・受託加工販売 
㈱ヴァイソム 紳士服・婦人服の商品企画 
㈱ディーエイチエス コンピュータ・ソフトウェアの開発、販売、情報処理 
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銀座 山形屋
不動産賃貸

銀座 山形屋
支配・管理

銀座 山形屋
㈱銀座ファッション

銀座 山形屋
日本ソーイング㈱

銀座 山形屋
㈱　　ヴ　　ァ　　イ　　ソ　　ム

銀座 山形屋
<工場会社>

銀座 山形屋
<販売会社>

銀座 山形屋
㈱ウイングロード

銀座 山形屋
㈱銀座山形屋ﾄﾚｰﾃﾞｨﾝｸﾞ

銀座 山形屋
㈱エルメックス・ハウス

銀座 山形屋
商品・製品

銀座 山形屋
商品・製品 加工販売

銀座 山形屋
商品・製品

銀座 山形屋
情報処理業務

銀座 山形屋
ソフトウェア　　販売

銀座 山形屋
㈱ディーエイチエス

銀座 山形屋
情報処理業務

銀座 山形屋
受託縫製加工の流れ

銀座 山形屋
商品サービスの流れ

銀座 山形屋
商品企画



２．経営方針 
(1）経営の基本方針 
 当社グループは、「私達は、お客様に対し、ファッションを通じ、活き活きとした生活、楽しい生活、充実した 

生活を提案し続けることにより、そのお客様より支持されつづける企業をめざします」という企業理念に基づき、 

企業活動を実行し、結果として「事業規模の大小にかかわらず、それぞれがめざす分野において、“オンリーワン”

としてお客様にその存在価値を認められる、質的に高い一流企業」をめざし、事業の遂行をおこなってまいります。

(2）利益配分に関する基本方針 
 当社は株主に対する利益還元を経営の重要課題の一つとして、位置付けており、利益の極大化を目指し、内部留 

保を確保しつつ、株主資本利益率（ＲＯＥ）及び配当性向を勘案し、業績に対応した配当をおこなうことを基本方針

としております。 

(3）中長期的な経営戦略と今後の対処すべき課題 
 下半期の見通しにつきましては、原油価格の高騰による経済への影響や社会保険料の負担増等による先行きへの 

不安から個人消費の本格的改善を期待できる状況にはなく、引き続き厳しい経営環境が続くものと予想しておりま 

す。このような状況下ではありますが、中長期的及び今後につきましては、次の施策を実行してまいります。 
  
Ⅰ．「成長性を作り出す」為の施策への取組み。  
① 注文服事業において、ビジネスマン、オフィスレディーをターゲットにして都内ビジネス街への「オーダー専 

門店」のドミナント出店への取組みを強化してまいります。 

② 店舗小売事業において、オリジナリティ強化のために、自社工場生産による「オーダー仕様」のオリジナルブ 

ランドを中心としたファッション提案の強化に取り組むとともに、オーダー商品部門においても「既製品をBy- 

Orderで！」をキーワードに短納期での納品体制を強化してまいります。。 

③ 注文婦人服事業においては、販売における再構築を通じて、レディース・パターン・オーダー商品の販売強化 

を図ってまいります。 
  
Ⅱ．「経営構造の総点検」の継続的な取組みと徹底 
  経営環境の変化に対応し続けるための「経営構造の総点検」を継続して推進してまいります。 

(4）コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方及びその施策の実施状況 
① コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方 

 当社は、「私達は、お客様に対し、ファッションを通じ、活き活きとした生活、楽しい生活、充実した生活を 

提案し続けることにより、そのお客様より支持されつづける企業をめざします」という企業理念に基づき、企業活

動を実行し、結果として「事業規模の大小にかかわらず、それぞれがめざす分野において、“オンリーワン”とし

てお客様にその存在価値を認められる、質的に高い一流企業」をめざし、コンプライアンスの意識強化を図ると共

に、現在の取締役、監査役制度を一層強化しながら、コーポレート・ガバナンスを充実させていきたいと考えてお

ります。また、株主、投資家の皆様へは、迅速かつ正確な情報開示に努めると共に幅広い情報公開により、経営の

透明性を高めてまいります。 
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② コーポレート・ガバナンスに関する施策の実施状況 

ａ．会社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織その他コーポレート・ガバナンス体制の状況 

・取締役及び監査役が出席する取締役会を１ヶ月に１回以上開催し、経営の方針、法令で定められた事項その 

他経営に関する重要事項を決定し、また各事業部門の業務の進捗状況をレビュ－することで、業務執行の監 

督を行っております。 

・取締役及び子会社代表取締役が出席する経営会議を毎月１回以上開催し、経営方針の徹底、業務執行に関す 

る重要事項の決定、利益計画の進捗状況を監督しております。 

・取締役及び子会社幹部が出席する幹部会議を毎月１回以上開催し、各部門の利益計画の進捗状況を監督して 

おります。 

・顧問弁護士には、法律上の判断を必要とする場合に適時アドバイスを受けております。 

また、会計監査人である監査法人トーマツからは、会計監査を通じて、業務運用上の改善に繋がる提案を受 

けております。 

・当社は、重要案件については、全取締役が月一回定期的に開催する経営会議に参加し、迅速な意思決定を図 

り、合理的かつ機動的な経営活動を推し進めております。 

・また、持株会社制度を導入しているため、各子会社の重要案件についても全取締役が参加し、子会社月次経 

営会議を開催しております。 

ｂ．会社と会社の社外取締役及び社外監査役の人的関係、資本的関係又は取引関係その他の利害関係の概要 

・社外取締役の選任は行っておりません。また、社外監査役2名と当社との間に、人的関係、資本的関係等は 

ございません。 

ｃ．会社のコーポレート・ガバナンスの充実に向けた取組みの最近１年間における実施状況 

・当社では株主、投資家の皆様に対して積極的かつ迅速なIR活動を進めており、当社ホームページ 

（http://www.ginyama.co.jp/)において、財務諸表をはじめ、月次の売上高、客数、単価などの幅広い 

情報開示に努めております。 

・2004年度は26回に及ぶ取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事実を決定すると共 

に、業務執行状況を監督しております。 

・平成16年３月期第一四半期より四半期情報開示を実施しております。 
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３．経営成績及び財政状態 
(1）当中間連結会計期間の概況 
 当中間期におけるわが国経済は、輸出の増加や民間設備投資における底堅い動きなど、景気回復の兆しがみられ 

たものの、厳しい雇用・所得環境や年金問題など将来に対する不安感を背景に個人消費は今ひとつ力強さを欠く状 

況で推移し、本格的な景気回復を感じられない状況でありました。 

 当業界におきましても、消費税における「総額表示制度」の導入による心理的影響や記録的な猛暑、度重なる台 

風の影響等もあり、大変厳しい環境で推移いたしました。 

 このような環境の下で当社は、前期に引き続き「安定した利益とキャッシュ・フロー」を出せる経営基盤の確立 

と強化の施策として、①事業の活性化・効率化の観点からグループにおける事業の再編の実施。②「成長性を創り 

出す」という面では、注文紳士服事業における新商品の企画・開発への積極的な取組みと、「オーダー専門店」の 

出店等々に着手、実行してまいりました。 

＜当社グループ全体の経営成績＞ 
 当中間連結会計期間におきましては、上記施策のほか、「品質管理の徹底」、「販売員教育の充実」等の諸施策 

も実行し業績の向上を図るべく全グループをあげて取り組んでまいりました。 

   以上のような諸施策を進めてまいりました結果、売上高は39億4千4百万円(前期比86.3％)となりましたが、売 

上総利益率の改善、販売費及び一般管理費の大幅な削減(前期比82.9%)に努めた結果、経常利益1億2千3百万円（前 

期比2288.0%）を計上することができました。また、投資有価証券評価損、固定資産評価損等の特別損失を計上した 

結果、中間純利益は1千9百万円(前期比25.2%)となりました。 

 なお，店舗の状況につきましては、4店舗の出店を行う一方で、6店舗閉鎖した結果、当中間期末における店舗網 

につきましては、(株)ウイングロード29店舗、(株)エルメックスハウス13店舗、(株)銀座山形屋トレーディング14店

舗であり、グループ合計で56店舗となっております。 

＜当社自体の経営成績＞ 
 当中間期における売上高は2億3千8百万円(前期比112.1％)、経常利益8千万円(前期比185.7％)でありました。 
また、投資有価証券評価損、固定資産評価損等の特別損失を計上した結果、中間純損失2千8百万円(前期は1億1千9百
万円)となりました。 
 下半期の見通しにつきましては、原油価格の高騰による経済への影響や社会保険料の負担増等による先行きへの 

不安から個人消費の本格的改善を期待できる状況にはなく、引き続き厳しい経営環境が続くものと予想しておりま 

す。このような状況下で、上半期に実施した諸施策をさらに進めながら、一層の経費効率化策も実施し、グループ 

一丸となって努力してまいる所存でございます。 

 以上、上半期の営業の状況をご報告申しあげますとともに、今後ともご支援を賜りますようお願い申しあげます。

(2）財政状態 
＜当中間連結会計年度の資産、負債、資本の状況＞ 
（流動資産） 

 当中間連結会計年度末の流動資産の残高は42億2千5百万円となり、前連結会計年度末と比較して1千1百万円増加 

しました。内訳別に見ますと、売上債権が2億1千万円減少しましたが現預金が2億5千7百万円増加したことによるも

のであります。 

（固定資産） 

 当中間連結会計年度末の固定資産の残高は34億9千2百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億8千4百万円減 

少しました。減少の主なものは退店等による差入保証金の回収および減価償却費の計上によるものであります。 

（流動負債） 

 当中間連結会計年度末の流動負債の残高は8億8千9百万円となり、前連結会計年度末と比較して1億3千1百万円減 

少しました。減少の主なものは売上高の減少に伴う未払消費税の減少および賞与引当金の減少によるものでありま 

す。 

（固定負債） 

 当中間連結会計年度末の固定負債の残高は29億4千4百万円となり、前連結会計年度末と比較して2百万円増加しま 

した。内訳別に見ますと、預り保証金が減少しましたがその他有価証券評価差額金の増加に伴う繰延税金負債が増 

加したことによるものであります。 

（資本） 

 当中間連結会計年度末の資本の残高は38億8千3百万円となり、前連結会計年度末と比較して4千4百万円減少しま 

した。主な内訳は中間純利益の計上による増加1千9百万円およびその他有価証券評価差額金の増加2千3百万円があ 

りましたが配当金の支払い8千6百万円による減少によるものであります。 
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＜キャッシュ・フローの状況＞ 
 当中間連結会計年度末における現金及び現金同等物は25億9千2百万円であり、前連結会計年度末に比べ2億5千7 

百万円増加いたしました。各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次の通りであります。 

 （営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 営業活動によるキャッシュフローにより得た資金は2億6千5百万円となりました。売上債権の減少による資金の増 

加2億4百万円が主な要因であります。 

 （投資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により得た資金は7千7百万円となりました。有形固定資産の取得による支出が 

1千8百万円、差入保証金及び敷金の預入による支出が6千1百万円ありましたが、一方で差入保証金及び敷金の返還 

により1億5千9百万円の収入があったことが主な要因であります。 

 （財務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・フローは配当金の支払により8千6百万円の支出となりました。 
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４．中間連結財務諸表等 
(1) 中間連結貸借対照表 

    前中間連結会計期間末 
（平成15年9月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成16年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成16年3月31日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 金額（千円） 構成比 

（％） 

（資産の部）                     

Ⅰ 流動資産                     

現金及び預金 ※２   2,291,219     2,592,623     2,335,467   

受取手形及び売掛
金     980,551     848,834     1,059,627   

たな卸資産     1,082,535     664,830     663,577   

その他     214,458     123,945     172,605   

貸倒引当金     △14,168     △5,125     △17,971   

流動資産合計     4,554,595 53.7   4,225,109 54.7   4,213,306 53.4 

Ⅱ 固定資産                     

有形固定資産 ※１                   

建物及び構築物     645,105     496,255     685,724   

その他     488,899     398,617     283,047   

有形固定資産合計     1,134,004 13.4   894,872 11.6   968,773 12.3 

無形固定資産     38,998 0.5   29,210 0.4   32,162 0.4 

投資その他の資産                     

投資有価証券     666,629     760,725     805,635   

差入保証金及び
敷金     1,790,840     1,492,179     1,539,734   

その他     308,573     347,760     363,684   

貸倒引当金     △30,931     △32,607     △32,983   

投資その他の資産
合計     2,735,111 32.2   2,568,057 33.3   2,676,071 33.9 

固定資産合計     3,908,115 46.1   3,492,140 45.3   3,677,008 46.6 

Ⅲ 繰延資産     19,479 0.2   － －   － － 

資産合計     8,482,189 100.0   7,717,250 100.0   7,890,314 100.0 
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 （注） 千円未満切り捨て 

    前中間連結会計期間末 
（平成15年9月30日） 

当中間連結会計期間末 
（平成16年9月30日） 

前連結会計年度の 
要約連結貸借対照表 
（平成16年3月31日） 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 金額（千円） 構成比 

（％） 

（負債の部）                     

Ⅰ 流動負債                     

買掛金     445,376     515,977     510,684   

短期借入金 ※２   560,000     －     －   

賞与引当金     28,721     －     35,207   

その他     426,339     373,109     475,043   

流動負債合計     1,460,437 17.2   889,087 11.5   1,020,935 12.9 

Ⅱ 固定負債                     

社債     2,200,000     2,200,000     2,200,000   

長期借入金     400,000     －     －   

繰延税金負債     46,202     120,464     104,596   

退職給付引当金     496,795     485,752     495,614   

役員退職慰労引当
金     81,852     104,247     95,915   

その他     54,423     33,950     45,450   

固定負債合計     3,279,273 38.7   2,944,415 38.2   2,941,576 37.3 

負債合計     4,739,711 55.9   3,833,502 49.7   3,962,512 50.2 

                      
（資本の部）                     

Ⅰ 資本金     2,727,560 32.2   2,727,560 35.3   2,727,560 34.6 

Ⅱ 資本剰余金     1,174,617 13.8   1,174,617 15.2   1,174,617 14.9 

Ⅲ 利益剰余金     △154,415 △1.8   △120,686 △1.6   △53,376 △0.7 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金     67,846 0.8   175,626 2.3   152,371 1.9 

Ⅴ 自己株式     △73,130 △0.9   △73,371 △0.9   △73,371 △0.9 

資本合計     3,742,478 44.1   3,883,747 50.3   3,927,802 49.8 

負債・資本合計     8,482,189 100.0   7,717,250 100.0   7,890,314 100.0 

- 9- 



(2) 中間連結損益計算書 

    
前中間連結会計期間 
自 平成15年4月１日 
至 平成15年9月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年4月１日 
至 平成16年9月30日 

前連結会計年度の 
要約損益計算書 

自 平成15年4月１日 
至 平成16年3月31日 

区分 注記 
番号 金額（千円） 百分比 

（％） 金額（千円） 百分比 
（％） 金額（千円） 百分比 

（％） 

Ⅰ 売上高     4,567,971 100.0   3,944,337 100.0   9,559,359 100.0 

Ⅱ 売上原価     2,278,555 49.9   1,922,550 48.7   4,847,199 50.7 

売上総利益     2,289,416 50.1   2,021,787 51.3   4,712,159 49.3 

Ⅲ 販売費及び一般管理
費 ※１   2,300,103 50.3   1,906,369 48.2   4,517,966 47.3 

営業利益又は 
営業損失（△）     △10,687 △0.2   115,417 2.9   194,193 2.0 

Ⅳ 営業外収益                     

受取利息   887     389     1,105     

受取配当金   8,526     8,925     11,093     

投資有価証券売却
益   224     －     224     

受取手数料   30,774     9,061     56,303     

その他   31,151 71,563 1.5 9,361 27,738 0.7 53,333 122,059 1.3 

Ⅴ 営業外費用                     

支払利息   22,442     7,410     34,355     

投資有価証券売却
損   776     －     776     

支払保証料   7,422     7,436     14,868     

社債発行費償却   7,791     －     27,270     

その他   17,063 55,496 1.2 5,212 20,059 0.5 26,825 104,095 1.1 

経常利益     5,380 0.1   123,097 3.1   212,156 2.2 

Ⅵ 特別利益                     

前期損益修正益   23,410     9,221     30,563     

固定資産売却益 ※２ 108,490     －     110,209     

投資有価証券売却
益   －     －     4,361     

役員退職慰労引 
当金戻入益   16,780     －     17,154     

賞与引当金戻入益   －     35,207     －     

出資金運用益   － 148,680 3.2 － 44,428 1.1 222 162,511 1.7 

Ⅶ 特別損失                     

前期損益修正損   7,239     －     7,239     

固定資産除却損   21,506     48,780     71,515     

固定資産売却損 ※３ 21,620     1,029     23,812     

退店関連賃借契約
解約損   －     －     25,434     

投資有価証券評価
損   －     84,803     －     

固定資産評価損   －     23,600     －     

出資金運用損   －     282     －     

特別退職金   14,328     －     14,328     

金利スワップ契 
約解約損   －     －     15,761     
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 （注） 千円未満切り捨て 

    
前中間連結会計期間 
自 平成15年4月１日 
至 平成15年9月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年4月１日 
至 平成16年9月30日 

前連結会計年度の 
要約損益計算書 

自 平成15年4月１日 
至 平成16年3月31日 

区分 注記 
番号 金額（千円） 百分比 

（％） 金額（千円） 百分比 
（％） 金額（千円） 百分比 

（％） 

その他   6,676 71,371 1.5 － 158,496 4.0 4,757 162,851 1.7 

税金等調整前中間 
(当期)純利益     82,689 1.8   9,029 0.2   211,817 2.2 

法人税、住民税及び
事業税   6,557     7,607     34,646     

法人税等還付税額   － 6,557 0.1 △17,773 △10,166 △0.3 － 34,646 0.3 

中間(当期)純利益     76,132 1.7   19,195 0.5   177,171 1.9 
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(3) 中間連結剰余金計算書 

 （注） 千円未満切り捨て 

    
前中間連結会計期間 
平成15年4月１日 
平成15年9月30日 

当中間連結会計期間 
平成16年4月１日 
平成16年9月30日 

前連結会計期間 
平成15年4月１日 
平成16年3月31日 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

（資本剰余金の部）               

Ⅰ 資本剰余金期首残高     2,474,674   1,174,617   2,474,674 

Ⅱ 資本剰余金増加額               

増資による新株の発
行   207,200 207,200 － － 207,200 207,200 

Ⅲ 資本剰余金減少額               

１ 利益剰余金への振替   748,892   －   748,892   

２ 資本準備金取崩額   758,364 1,507,256 － － 758,364 1,507,256 

Ⅳ 資本剰余金中間期末
（期末）残高     1,174,617   1,174,617   1,174,617 

                
（利益剰余金の部）               

Ⅰ 利益剰余金期首残高     △1,737,804   △53,376   △1,737,804 

Ⅱ 利益剰余金増加額               

１ 資本剰余金からの振
替額   748,892   －   748,892   

２ 資本準備金充当額   758,364   －   758,364   

３ 中間(当期)純利益   76,132 1,583,388 19,195 19,195 177,171 1,684,428 

Ⅲ 利益剰余金減少高               

  配当金   － － 86,506 86,506 － － 

Ⅳ 利益剰余金中間期末
（期末）残高     △154,415   △120,686   △53,376 
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(4) 中間連結キャッシュ・フロー計算書 

    
前中間連結会計期間 
平成15年4月１日 
平成15年9月30日 

当中間連結会計期間 
平成16年4月１日 
平成16年9月30日 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
平成15年4月１日 
平成16年3月31日 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅰ 営業活動によるキャッ
シュ・フロー         

税金等調整前中間 
(当期)純利益   82,689 9,029 211,817 

減価償却費   64,607 55,957 144,088 

貸倒引当金の増減額   △6,950 △9,033 △1,095 

賞与引当金の増減額   4,447 △35,207 10,932 

退職給付引当金増減
額   △30,962 △12,866 △32,142 

役員退職慰労引当金
増減額   △20,517 11,336 △6,454 

受取利息及び受取配
当金   △9,413 △9,315 △12,198 

支払利息   22,442 7,410 34,355 

投資有価証券売却益   △224 － △4,586 

投資有価証券売却損   776 － 776 

固定資産売却益   △108,490 － △110,209 

固定資産売却損   21,620 1,029 23,812 

固定資産除却損   17,958 48,780 64,689 

固定資産評価損   － 23,600 － 

投資有価証券評価損   － 84,803 － 

売上債権の増減額   352,872 204,659 270,591 

たな卸資産の増減額   233,916 △1,253 652,874 

仕入債務の増減額   △1,171,432 5,293 △1,106,124 

その他   △266,410 △126,030 △115,370 

小計   △813,070 258,194 25,755 

利息及び配当金の受
取額   9,686 9,315 12,491 

利息の支払額   △20,114 △7,370 △29,579 

法人税等の支払額   △15,323 △5,149 △37,252 

法人税等の還付額   － 10,989 － 

営業活動によるキャッ
シュ・フロー   △838,821 265,980 △28,584 
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前中間連結会計期間 
平成15年4月１日 
平成15年9月30日 

当中間連結会計期間 
平成16年4月１日 
平成16年9月30日 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
平成15年4月１日 
平成16年3月31日 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅱ 投資活動によるキャッ
シュ・フロー         

定期預金の預入によ
る支出   － △100,000 △100,000 

定期預金の払戻によ
る収入   480,000 100,000 480,000 

投資有価証券の取得
による支出   △720 △770 △1,444 

投資有価証券の売却
による収入   81,072 － 90,072 

営業譲渡による収入   394,128 － 394,128 

有形固定資産の取得
による支出   △217,588 △18,380 △211,586 

有形固定資産の売却
による収入   194,948 － 244,744 

差入保証金及び敷金
の預入による支出   △56,600 △61,906 △60,001 

差入保証金及び敷金
の返還による収入   209,784 159,475 404,385 

積立保険満期による
収入   121,666 － 121,666 

その他   4,183 △738 43,162 

投資活動によるキャッ
シュ・フロー   1,210,874 77,682 1,405,126 
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 （注） 千円未満切り捨て 

    
前中間連結会計期間 
平成15年4月１日 
平成15年9月30日 

当中間連結会計期間 
平成16年4月１日 
平成16年9月30日 

前連結会計年度の要約連
結キャッシュ・フロー計
算書 
平成15年4月１日 
平成16年3月31日 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 金額（千円） 

Ⅲ 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   △200,000 － △600,000 

長期借入金の返済に
よる支出   △420,000 － △980,000 

株式の発行による収
入   416,153 － 416,153 

自己株式の取得によ
る支出   △32 － △272 

配当金の支払額   － △86,506 － 

財務活動によるキャッ
シュ・フロー   △203,878 △86,506 △1,164,119 

Ⅳ 現金及び現金同等物の
増加額   168,174 257,156 212,423 

Ⅴ 現金及び現金同等物の
期首残高   2,123,044 2,335,467 2,123,044 

Ⅵ 現金及び現金同等物の
中間期末（期末）残高   2,291,219 2,592,623 2,335,467 
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中間連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

前中間連結会計期間 
 自 平成15年4月１日 
 至 平成15年9月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年4月１日 
至 平成16年9月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年4月１日 
至 平成16年3月31日 

１ 連結の範囲に関する事項 
(1）連結子会社の数    11社 
主要な子会社名 
㈱銀座山形屋トレーディング、㈱ウィ
ングロード、㈱エルメックス・ハウ
ス、日本ソーイング㈱ 
 また、子会社はすべて連結されてお
ります。 

１ 連結の範囲に関する事項 
(1）連結子会社の数     7社 

主要な子会社名 
㈱銀座山形屋トレーディング、㈱ウィ
ングロード、㈱エルメックス・ハウ
ス、日本ソーイング㈱ 
 また、子会社はすべて連結されてお
ります。 

１ 連結の範囲に関する事項 
(1）連結子会社の数     11社 

主要な子会社名 
㈱銀座山形屋トレーディング、㈱ウィ
ングロード、㈱エルメックス・ハウ
ス、日本ソーイング㈱ 
 また、子会社はすべて連結されてお
ります。 

２ 持分法の適用に関する事項 
持分法適用の関連会社数 １社 
東栄㈱ 

２ 持分法の適用に関する事項 
 該当事項はありません。 
  

２ 持分法の適用に関する事項 
 該当事項はありません。 
なお、東栄㈱については、平成16年1
月に株式を売却したことにより、持分
法の適用の範囲から除外しておりま
す。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する事項 
 連結財務諸表提出会社と同一でありま
す。 

３ 連結子会社の中間決算日等に関する事項 
同左 

３ 連結子会社の事業年度に関する事項 
同左 

４ 会計処理基準に関する事項 
(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 
① 有価証券 

その他有価証券 
時価のあるもの 
 中間連結会計期間末日の市場価
格等に基づく時価法（評価差額は
全部資本直入法により処理し、売
却原価は移動平均法により算定し
ております。） 

４ 会計処理基準に関する事項 
(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 
① 有価証券 

その他有価証券 
時価のあるもの 

同左 

４ 会計処理基準に関する事項 
(1）重要な資産の評価基準及び評価方法 
① 有価証券 

その他有価証券 
時価のあるもの 
 決算末日の市場価格等に基づく
時価法（評価差額は全部資本直入
法により処理し、売却原価は移動
平均法により算定） 

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 

時価のないもの 
同左 

② たな卸資産 
商品 …原価法（個別法・売価還元

法およびランク別総平均
法）。 

② たな卸資産 
    商品 …原価法（品番別個別法およ 
        びランク別総平均法）。  
    （会計処理の変更） 
      商品のうち洋品の評価方法は、 
     従来、売価還元法による原価法に 
     よっておりましたが、当中間連結 
     会計期間から仕入時に設定した品 
     番毎に個別に対応する原価によっ 
     て評価する方法へ変更いたしまし 
     た。 
      この変更は、商品管理システム 
     の整備・運用によって、保管場所 
     別に洋品の適切な数量管理の徹底 
     が図られたことに伴い、洋品の評 
     価をより適切に算定するために行 
     ったものであります。 
      この結果、従来の方法によった 
     場合と比較して、当中間連結会計 
     期間末の商品は、5,190千円減少 
     し、営業利益、経常利益及び税金 
     等調整前中間純利益は、それぞれ 
     同額減少しております。  

② たな卸資産 
商品 …原価法（個別法・売価還元

法およびランク別総平均
法）。  

製品等…総平均法による原価法。 
材料 …最終仕入原価法。 

製品等… 同左 
材料 … 同左 

製品等… 同左 
材料 … 同左 
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前中間連結会計期間 
 自 平成15年4月１日 
 至 平成15年9月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年4月１日 
至 平成16年9月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年4月１日 
至 平成16年3月31日 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 
① 有形固定資産 
 定率法によっております。 
 ただし、平成10年４月１日以降取得
した建物（建物付属設備を除く）につ
いては、定額法。 
 なお、主な耐用年数は、以下のとお
りであります。 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 
① 有形固定資産 

同左 

(2）重要な減価償却資産の減価償却の方法 
① 有形固定資産 

同左 

建物 ８～47年     

② 無形固定資産 
 定額法によっております。 
 なお、ソフトウェア（社内利用分）
については社内における利用可能期間
（５年）による定額法。 

② 無形固定資産 
同左 

② 無形固定資産 
同左 

(3）重要な引当金の計上基準 
① 貸倒引当金 
 債権の貸倒れによる損失に備える
為、回収不能見積額を計上しておりま
す。 

(3）重要な引当金の計上基準 
① 貸倒引当金 

同左 

(3）重要な引当金の計上基準 
① 貸倒引当金 

同左 

ａ 一般債権 
 貸倒実績率法によっております。 

ａ 一般債権 
同左 

ａ 一般債権 
同左 

ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生債権 
 個別に回収可能性を検討し回収不
能見積額を計上しております。 

ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生債権 
同左 

ｂ 貸倒懸念債権及び破産更生債権 
同左 

② 賞与引当金 
 労働協約に基づく賞与の支給に備え
る為、当中間連結会計期間の負担すべ
き支給見込額を計上しております。 

② 賞与引当金 
 従来、日本ソーイング㈱について 
は労働協約に基づく賞与の支給に備 
える為、当中間連結会計期間の負担 
すべき支給見込額を計上しておりま 
したが当中間連結会計期間より賞与 
の支給対象期間を変更したことによ 
って賞与引当金は計上されません。 
 この結果、従来の方法によった場 
合と比較して、特別利益が35,207千 
円増加し、税金等調整前中間純利益 
は同額増加しております。 

② 賞与引当金 
 労働協約に基づく賞与の支給に備え
る為、当期の負担すべき支給見込額を
計上しております。 

③ 退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備える為、退職
給付会計に関する実務指針（会計制度
委員会報告第13号）に定める簡便法に
より、当中間連結会計期間末における
退職給付債務及び年金資産に基づき、
当中間連結会計期間末において発生し
ていると認められる額を計上しており
ます。 

③ 退職給付引当金 
同左 

③ 退職給付引当金 
 従業員の退職給付に備える為、退職
給付会計に関する実務指針（会計制度
委員会報告第13号）に定める簡便法に
より、当連結会計年度末における退職
給付債務及び年金資産に基づき計上し
ております。 

④ 役員退職慰労引当金 
 役員の退職による退職慰労金支給に
備える為、支給内規に基づく中間連結
会計期間末要支給額の100％を計上して
おります。 

④ 役員退職慰労引当金 
同左 

④ 役員退職慰労引当金 
 役員の退職による退職慰労金支給に
備える為、支給内規に基づく期末要支
給額の100％を計上しております。 
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表示方法の変更 

前中間連結会計期間 
 自 平成15年4月１日 
 至 平成15年9月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年4月１日 
至 平成16年9月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年4月１日 
至 平成16年3月31日 

(4）重要なリース取引の処理方法 
 リース物件の所有者が借主に移転する
と認められるもの以外のファイナンス・
リース取引については、通常の賃貸借取
引に係る方法に準じた会計処理によって
おります。 

(4）重要なリース取引の処理方法 
同左 

(4）重要なリース取引の処理方法 
同左 

(5）重要なヘッジ会計の方法 
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は、特例処理を
採用しております。 

(5）重要なヘッジ会計の方法 
      ------- 
  

(5）重要なヘッジ会計の方法 
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は、特例処理を
採用しております。 

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 
 金利スワップ取引 

  
  
  

② ヘッジ手段とヘッジ対象 
ヘッジ手段 

金利スワップ取引 
ヘッジ対象 
 借入金の支払利息 

  
  

ヘッジ対象 
 借入金の支払利息 

③ ヘッジ方針 
 借入金利変動リスクを回避する目的
で行っております。 

  
  

③ ヘッジ方針 
    借入金利変動リスクを回避する目的

で行っております。 
④ ヘッジ有効性評価の方法 
 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は、決算日にお
ける有効性の評価を省略しておりま
す。 

  
  

④ ヘッジ有効性評価の方法 
 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は、決算日にお
ける有効性の評価を省略しておりま
す。 

(6）消費税等の会計処理 
 消費税及び地方消費税の会計処理は、
税抜方式によっております。 

(6）消費税等の会計処理 
同左 

(6）消費税等の会計処理 
同左 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金の範囲 
 手許現金、要求払預金及び取得日から３
ヶ月以内に満期日の到来する流動性の高
い、容易に換金可能であり、かつ、価値の
変動について僅少なリスクしか負わない短
期的な投資からなっております。 

５ 中間連結キャッシュ・フロー計算書にお
ける資金の範囲 

同左 

５ 連結キャッシュ・フロー計算書における
資金の範囲 

同左 

前中間連結会計期間 
自 平成15年4月１日 
至 平成15年9月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年4月１日 
至 平成16年9月30日 

（中間連結損益計算書） （中間連結損益計算書） 
 前中間連結会計期間まで営業外費用の「その他」に含
めて表示しておりました「社債発行費償却」について
は、金額が重要なものとなったため、当中間連結会計期
間より区分掲記しております。なお、前中間連結会計期
間の営業外費用の「その他」に含まれる「社債発行費償
却」は7,791千円であります。 

           ―――― 
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注記事項 
（中間連結貸借対照表関係） 

（中間連結損益計算書関係） 

前中間連結会計期間末 
平成15年9月30日 

当中間連結会計期間末 
平成16年9月30日 

前連結会計年度末 
平成16年3月31日 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、
1,975,821千円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 
  2,104,531千円であります。 

※１ 有形固定資産の減価償却累計額は、 
  2,065,707千円であります。 

※２ 担保資産及び担保付き債務 ※２     ―――――- ※２      ―――――- 
 下記債務に対しては、次の資産を担保
に供しております。 

    

［担保］定期預金 300,000千円 
［債務］短期借入金 300,000千円 

    
    

    
    

前中間連結会計期間 
自 平成15年4月１日 
至 平成15年9月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年4月１日 
至 平成16年9月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年4月１日 
至 平成16年3月31日 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費
目及び金額は、次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費
目及び金額は、次のとおりであります。 

※１ 販売費及び一般管理費のうち主要な費
目及び金額は、次のとおりであります。 

給与手当 788,759千円 
賃借料 609,919千円 
退職給付引当金繰入額 15,109千円 
役員退職慰労引当金繰
入額 

8,205千円 

貸倒引当金繰入額 3,092千円 

給与手当 702,666千円 
賃借料 447,750千円 
退職給付引当金繰入額 10,414千円 
役員退職慰労引当金繰
入額 

8,332千円 

給与手当 1,522,659千円 
賃借料 1,183,774千円 
退職給付引当金繰入額 31,731千円 
役員退職慰労引当金繰
入額 

18,351千円 

賞与引当金繰入額 5,361千円 
貸倒引当金繰入額 9,008千円 

※２ 固定資産売却益の内訳は下記の通りで
あります。 

※２      ―――――- ※２ 固定資産売却益の内訳は下記の通りで
あります。 

土地 108,490千円 

計 108,490千円 

    
    

建物及び構築物 1,219千円 
土地 108,990千円 

計 110,209千円 

※３ 固定資産売却損の内訳は下記の通りで
あります。 

※３ 固定資産売却損の内訳は下記の通りで
あります。 

※３ 固定資産売却損の内訳は以下のとおり
であります。 

建物及び構築物 21,578千円 
その他 42千円 

計 21,620千円 

電話加入権 1,029千円 

計 1,029千円 

建物及び構築物 21,578千円 
機械装置及び運搬具 54千円 
その他 2,179千円 

計 23,812千円 
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（中間連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前中間連結会計期間 
自 平成15年4月１日 
至 平成15年9月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年4月１日 
至 平成16年9月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年4月１日 
至 平成16年3月31日 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中
間連結貸借対照表に掲記されている科目の
金額との関係 

１．現金及び現金同等物の中間期末残高と中
間連結貸借対照表に掲記されている科目の
金額との関係 

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 

現金及び預金勘定 2,291,219千円 

現金及び現金同等物 2,291,219千円 

現金及び預金勘定 2,592,623千円 

現金及び現金同等物 2,592,623千円 

現金及び預金勘定 2,335,467千円 

現金及び現金同等物 2,335,467千円 

２．営業の譲渡により減少した資産の主な 
内訳 

２．    -------- ２．営業の譲渡により減少した資産の主な 

 内訳 
 中間連結会計期間において株式会社シン
パシーへの営業譲渡により減少した資産の
主な内訳は次のとおりであります。 

   当連結会計年度において株式会社シンパ
シーへの営業譲渡により減少した資産の主
な内訳は次のとおりであります。 

流動資産 112,812千円 

固定資産 281,315千円 

資産合計 394,128千円 

 流動資産 112,812千円 

固定資産 281,315千円 

資産合計 394,128千円 
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（リース取引） 

前中間連結会計期間 
自 平成15年4月１日 
至 平成15年9月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年4月１日 
至 平成16年9月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年4月１日 
至 平成16年3月31日 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると
認められるもの以外のファイナンス・リー
ス取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると
認められるもの以外のファイナンス・リー
ス取引 

１ リース物件の所有権が借主に移転すると
認められるもの以外のファイナンス・リー
ス取引 

① リース物件の取得価額相当額、減価償
却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償
却累計額相当額及び中間期末残高相当額 

① リース物件の取得価額相当額、減価償
却累計額相当額及び期末残高相当額 

  

その他 
（機械装置
及び運搬
具） 

その他 
（工具器具
及び備品） 

合計 

取得価
額相当
額 

57,585千円 64,921千円 122,506千円 

減価償
却累計
額相当
額 

43,223千円 34,481千円 77,704千円 

中間期
末残高
相当額 

14,361千円 30,439千円 44,801千円 

  

その他 
（機械装置
及び運搬
具） 

その他 
（工具器具
及び備品） 

合計 

取得価
額相当
額 

19,413千円 44,431千円 63,844千円 

減価償
却累計
額相当
額 

17,339千円 27,836千円 45,175千円 

中間期
末残高
相当額 

2,073千円 16,594千円 18,668千円 

  

その他 
（機械装置
及び運搬
具） 

その他 
（工具器具
及び備品） 

合計 

取得価
額相当
額 

33,748千円 51,544千円 85,293千円 

減価償
却累計
額相当
額 

25,577千円 28,243千円 53,821千円 

期末残
高相当
額 

8,170千円 23,300千円 31,471千円 

② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料中間期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 
１年以内 21,602千円
１年超 22,764千円

合計 44,366千円

１年以内 12,546千円 
１年超 7,471千円 

合計 20,018千円 

１年以内 16,764千円 
１年超 14,806千円 

合計 31,570千円 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び
支払利息相当額 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び
支払利息相当額 

③ 支払リース料、減価償却費相当額及び
支払利息相当額 

支払リース料 15,623千円 
減価償却費相当額 13,374千円 
支払利息相当額 895千円 

支払リース料 9,087千円 
減価償却費相当額 8,228千円 
支払利息相当額 461千円 

支払リース料 26,672千円 
減価償却費相当額 23,737千円 
支払利息相当額 1,601千円 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算
定方法 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算
定方法 

④ 減価償却費相当額及び利息相当額の算
定方法 

減価償却費相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 減価償却費相当額の算定方法 
 リース期間を耐用年数とし、残存価
額を零とする定額法によっておりま
す。 

同左 同左 

利息相当額の算定方法 利息相当額の算定方法 利息相当額の算定方法 
 リース料総額とリース物件の取得価
額相当額の差額を利息相当額とし、各
期への配分方法については、利息法に
よっております。 

同左 同左 

２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 ２ オペレーティング・リース取引 
未経過リース料 未経過リース料 未経過リース料 
１年内 871千円
１年超 290千円

合計 1,161千円

１年内 290千円 
１年超 －千円 

合計 290千円 

１年内 726千円 
１年超 －千円 

合計 726千円 
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（有価証券） 
前中間連結会計期間末（平成15年9月30日現在） 
(1）その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 千円未満切り捨て 

(2）時価のない有価証券の主な内容 

 （注） 千円未満切り捨て 

当中間連結会計期間末（平成16年9月30日現在） 
(1）その他有価証券で時価のあるもの 

 （注）1. 千円未満切り捨て 
    2. 当中間連結会計期間末において減損処理を行っており、減損処理後の帳簿価格を取得原価に記載して 
      おります。  

(2）時価のない有価証券の主な内容 

 （注）1. 千円未満切り捨て 
    2. 当中間連結会計期間末において1,500千円の減損処理を行っております。  

区分 取得原価（千円） 中間連結貸借対照表計
上額（千円） 差額（千円） 

株式 543,412 657,461 114,048 

計 543,412 657,461 114,048 

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 4,530 

関連会社株式   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 4,638 

区分 取得原価（千円） 中間連結貸借対照表計
上額（千円） 差額（千円） 

株式 461,604 757,695 296,091 

計 461,604 757,695 296,091 

      減損処理の金額  株式 83,303千円 
      

区分 中間連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 3,030 
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前連結会計年度末（平成16年3月31日現在） 
(1）その他有価証券で時価のあるもの 

 （注） 千円未満切り捨て 

(2）時価のない主な有価証券の内容 

 （注） 千円未満切り捨て 

  種類 取得原価（千円） 連結貸借対照表計
上額（千円） 差額（千円） 

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えるも
の 

株式 278,572 611,347 332,775 

連結貸借対照表計上額
が取得原価を超えない
もの 

株式 265,565 189,758 △75,806 

その他 － － － 

小計 265,565 189,758 △75,806 

合計 544,137 801,105 256,968 

区分 連結貸借対照表計上額（千円） 

その他有価証券   

非上場株式（店頭売買株式を除く） 4,530 
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（デリバティブ取引） 
前中間連結会計期間末（自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日） 
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

 （注）１ 千円未満切り捨て 
２ 時価の算定方法 
取引先金融機関から提示された価格等に基づき算定しております。 

３ ヘッジ会計を適用しているものについては、開示の対象から除いております。 

当中間連結会計期間末（自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日） 
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

      該当事項はありません。 
  

前連結会計期間末（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日） 
デリバティブ取引の契約額等、時価及び評価損益 

     該当事項はありません。 

対象物の種類 取引の種類 契約額等 
（千円） 

契約額等のうち
１年超（千円） 時価（千円） 評価損益 

（千円） 

金利 スワップ取引 200,000 200,000 △1,561 △1,561 
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（セグメント情報） 
ａ．事業の種類別セグメント情報 
前中間連結会計期間（自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日） 
 当社グループは、衣料品製造販売（受託加工を含む）事業を主な事業としておりますが、当セグメントの売
上高及び営業損失の金額が、それぞれ全セグメントの売上高の合計及び営業損失の合計の90％を超えておりま
すので、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

当中間連結会計期間（自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日） 
 当社グループは、衣料品製造販売（受託加工を含む）事業を主な事業としておりますが、当セグメントの売
上高及び営業利益の金額が、それぞれ全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計の90％を超えておりま
すので、事業の種類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15年4月1日 至 平成16年3月31日） 
 当社グループは、衣料品製造販売（受託加工を含む）事業を主な事業としておりますが、当セグメントの売
上高及び営業利益の金額が、それぞれ全セグメントの売上高の合計及び営業利益の合計の90％を超えておりま
すので、事業の種類別セグメント情報の記載を省略しております。 

ｂ．所在地別セグメント情報 
前中間連結会計期間（自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日） 
 在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日） 
 在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日） 
 在外子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

ｃ．海外売上高 
前中間連結会計期間（自 平成15年4月1日 至 平成15年9月30日） 
 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

当中間連結会計期間（自 平成16年4月1日 至 平成16年9月30日） 
 海外売上高がないため、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成15年4月1日 至 平成16年3月31日） 
 海外売上高がないため、該当事項はありません。 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり中間(当期)純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

前中間連結会計期間 
自 平成15年4月１日 
至 平成15年9月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年4月１日 
至 平成16年9月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年4月１日 
至 平成16年3月31日 

１株当たり純資産額 216円29銭 
１株当たり中間純利益 4円93銭 

１株当たり純資産額 224円48銭 
１株当たり中間純利益 1円11銭 

１株当たり純資産額 227円02銭 
１株当たり当期純利益 10円82銭 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、潜在株式が
存在しないため記載しておりませ
ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
中間純利益については、潜在株式が
存在しないため記載しておりませ
ん。 

 なお、潜在株式調整後１株当たり
当期純利益については、潜在株式が 
存在しないため記載しておりませ 
ん。 

  
前中間連結会計期間 
自 平成15年4月１日 
至 平成15年9月30日 

当中間連結会計期間 
自 平成16年4月１日 
至 平成16年9月30日 

前連結会計年度 
自 平成15年4月１日 
至 平成16年3月31日 

中間(当期)純利益（千円） 76,132 19,195       177,171 

普通株主に帰属しない金額（千円） － －         － 

普通株式に係る中間(当期)純利益 (千円) 76,132 19,195       177,171 

普通株式の期中平均株式数（千株） 15,436 17,301        16,369 
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５．生産、受注及び販売の状況 
(1）生産実績 

 当中間連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 金額は、販売価格によっております。 

(2）受注実績 

 当中間連結会計期間における受注実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

(3）販売実績 

 当中間連結会計期間における販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりであります。 

 （注） 主要な販売先につきましては、いずれの販売先も、総販売実績に対する割合が100分の10未満のため記載は省

略しております。 

  （単位：千円） 

事業の種類別セグメントの名称 生産高 前年同期比（％） 

衣料品製造販売事業 1,009,113 94.5 

  （単位：千円） 

事業の種類別セグメントの名称 受注高 前年同期比（％） 受注残高 前年同期比（％） 

衣料品製造販売事業 2,306,613 94.4 139,259 88.2 

  （単位：千円） 

事業の種類別セグメントの名称 販売高 前年同期比（％） 

衣料品製造販売事業 3,929,541 86.8 

その他 14,796 37.3 

合計 3,944,337 86.3 
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