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

（参考）１株当たり予想当期純利益（通期）  13円00銭 
※ 上記に記載した予想数値は、本資料の発表日現在において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    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17年5月23日 

会社名 株式会社 銀座山形屋 上場取引所 ＪＡＳＤＡＱ 
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 
問い合わせ先 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17年5月23日 
米国会計基準採用の有無 無 

(1）連結経営成績 （百万円未満の端数切捨） 

 売上高 営業利益 経常利益 
 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 
17年3月期 8,270 (△13.5) 285 ( 47.2) 297 ( 40.4) 
16年3月期 9,559 (△16.6) 194 ( ― ) 212 ( ― ) 

 当期純利益 
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 

株主資本 
当期純利益率 

総資本 
経常利益率 

売上高 
経常利益率 

 百万円 ％ 円 銭 円 銭 ％ ％ ％ 
17年3月期 138 (△21.7) 8 02 ― ― 3.5 3.8 3.6 
16年3月期 177 (―) 10 82 ― ― 5.0 2.4 2.2 

（注）①持分法投資損益 17年3月期 ― 百万円 16年3月期 ― 百万円
   ②期中平均株式数（連結） 17年3月期 17,299,961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、当期純利益におけるパーセント表示は、対前期増減率 

(2）連結財政状態 （百万円未満の端数切捨） 

 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 
17年3月期 7,910 4,025 50.9 232 73 
16年3月期 7,890 3,927 49.8 227 02 

（注）期末発行済株式数（連結） 17年3月期 17,296,976株 16年3月期 17,301,220株

(3）連結キャッシュ・フローの状況 （百万円未満の端数切捨） 

 
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 
17年3月期 654 106 △87 3,009 
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18年3月期の連結業績予想（平成17年4月1日～平成18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 
中間期 3,900  138  122  
通 期 8,200  320  225  

- 1- 



１．企業集団等の状況 
 当グループは、当社、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、販売および

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、当該会社の支配・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㈱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 ㈱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、インターネット販売を行な 

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 

日本ソーイング㈱       紳士服・婦人服の受託縫製加工・受託加工販売 

㈱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・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、インターネット販売 

㈱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 

 

当 社 

< 工 場 会 社 >

㈱銀座ファッション

日本ソーイング㈱ 

支 配 ・ 管 理

㈱

ヴ

ァ

イ

ソ

ム

 

< 販 売 会 社 >

㈱ウイングロード 

㈱銀座山形屋トレーディング 

㈱エルメックス・ハウス 

顧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

客 

不 動 産 賃 貸

商 品 ・ 製 品 

商 品 ・ 製 品
 

加 工 販 売 

㈱ディーエイチエス 

ソ フ ト ウ ェ ア 

販 売 

 

情 報 処 理 業 務

受 託 縫 製 加 工 の 流 れ

商 品 サ ー ビ ス の 流 れ

商 品 企 画画 
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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）目標とする経営指標 

 当社は「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」の方針のもと、継続的に企業価値の向上を 

図ることが株主重視の経営と認識し、成長性の確保を図りながら、売上高経常利益率の向上と総資産回転率の向上 

をめざしております。 

(4）中長期的な経営戦略と今後の対処すべき課題 

  今後のわが国経済の見通しにつきましては、大企業を中心とした堅調な企業収益や設備投資に支えられ、景気回 

復への期待はあるものの、原油価格の高止まりや円高進行などの懸念材料もあり、個人消費の急速な回復が期待で 

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。 

 このような状況下におきまして、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」の方針 

のもと、「成長性の創造」を最重要課題として認識し、スピードをもって次の施策を実行してまいります。 

① 注文紳士服事業において、引き続き新商品の企画・開発を積極的に進めてまいります。具体的には、いわゆる 

 スタイリッシュスーツや美脚スーツなどのファッション性の高い‘FV’の展開拡大と新ブランド“DAPPER(ダッ 

 パー)”の展開を通して、20～30才代への訴求強化を図るとともに、『利便性とファッション性』を兼ね備えた 

“トラベルウエァー”等〔By Order〕システムを駆使した展開を行ってまいります。さらにお客様よりの受注品を 

 7日間で行う「7DAYS」システム展開部署の拡大も図り、お客様のニーズに対応してまいります。 

② 注文婦人服事業においては、デザイン、企画、製造、販売を一貫してグループ内で行う体制を整え、既存店全 

 店での展開を目指すとともに、女性向けPO(パターンオーダー)専門店の出店を行ってまいります。 

③ 既製服部門においては、引き続き、「オーダー仕様」を採り入れた自社工場生産のオリジナルブランドの拡大 

 をすすめてまいります。具体的には、お客様の今日的ニーズに対応するために、デザイン・企画の変更を行うと 

 ともに、展開アイテム・バリエーションの拡大や「By Orderシステム」とのリンクも図りながら進めてまいりま 

 す。 

④ 成長性への新たな試みとして女性スタッフの活用を薦めてまいります。 

 この目的は、従来の「モノの考え方」・「薦め方」・「判断」ではなく、女性の目で見た、商品の「提供方 

 法」・「サービス」を考えて新たな提案をする場を作り、そこから「従来にない考え」・「顧客に近い人達の 

 考えと智恵」を絞り出して変えて行く事にあります。 

⑤ 「経費構造の総点検の徹底」「在庫管理・売上債権管理の強化」も引き続き実践し、経費・資産の効率化を推 

 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、法令を遵守し、経営の「健全性」「透明性」を向上させるコーポレ－ト・ガバナンスの確立が、企業 

価値を高める重要な経営課題の一つとして認識しております。すべての利害関係者との信頼関係の構築をめざ 

し、取締役、監査役制度を一層強化しながら、コーポレ－ト・ガバナンスの充実を図ってまいります。 
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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 

・最高意思決定機関として、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。 

・重要執行方針を協議する機関として、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。 

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 

・2004年度は14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17年３月期第一四半期より四半期財務・業績情報開示を実施しております。 
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３．経営成績 
(1）当連結会計年度の概況 

  当連結会計年度におけるわが国経済は、輸出の増加や企業収益の改善を背景に設備投資の増加が続くなど、景気 

は持ち直しに向けた動きが見られました。しかし、後半においては原油価格の上昇や円高の影響、さらには台風・ 

地震などの自然災害の発生もあり、当面の景気先行きに不透明感も出てまいりました。 

  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 

風等一年を通した天候不順の影響により、個人の消費マインドは依然低迷が続くなど、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 

と強化のために下記の施策を実行いたしました。 

Ⅰ.当社グループにおける事業の再編を行い事業の活性化・効率化を図ってまいりました。 

 具体的には①無店舗部門における同一業態事業の再編。②グループ製造部門における工場の統括運営。③店舗部 

門において地域別管理の徹底等を実行いたしました。 

Ⅱ.「成長性を創り出す為の行動」初年度として次の項目を重点的に取組んでまいりました。 

 ①注文紳士服事業において、顧客の対象年令拡大のための新商品‘FV’の展開や‘品質と利便性’の訴求という 

 面から「既製品をBy Orderで！」をキーワードにオーダー仕様を崩さず7日間でお客様に商品をお納めする 

 『7DAYS』システムをスタートさせました。さらに「オーダー専門店」の出店も実施いたしました。 

 ②注文婦人服事業においては、「ミスターナ」の充実のために企画の全面的な見直しと生産ラインの対応強化を 

 図りながら、都心型店舗を中心にレディース・パターン・オーダー展開への取り組みを行ってまいりました。 

 また、レディースのトータルライフスタイル提案の強化を目的として銀座店の全面リフレッシュを行い、一階を 

 「旗艦店」として位置づけるなど、販売強化施策に着手、実行してまいりました。 

 ③既製服部門においては、差別化の強化を重点に、グループ製造子会社を使い、オリジナルブランドに「オーダ 

 ー仕様」を採り入れた商品を開発し、展開いたしました結果、お客様にご好評いただき前年対比では倍増を図る 

 ことができました。また、このことにより工場の稼働率向上が図られ、損益的にも改善することとなりました。 

＜当社グループの営業の経過及び成果＞ 

 当連結会計年度におきましては、上記施策のほか、「品質管理の徹底」、「販売資産管理の強化」、「社員教 

育の強化」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、当連結会計年度の売上高は82億7千万円(前期比13.5％減)と 

なりましたが、売上総利益率は前期49.3％から当期51.8％へ改善し、販売費及び一般管理費の大幅な削減(前期比 

11.5％減)に努めた結果、経常利益は2億9千7百万円(前期比40.4％増)を計上することができました。また、当期 

純利益につきましては、固定資産除却損、投資有価証券評価損等の計上もあり、1億3千8百万円（前期比21.7％減） 

となりました。 

 なお、店舗の状況につきましては、6店舗の出店を行う一方で、7店舗閉鎖した結果、当連結会計年度末における 

店舗網につきましては、㈱ウイングロード29店舗、㈱エルメックス・ハウス14店舗、㈱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57店舗となっております。 

＜当社の営業の経過及び成果＞ 

 当期における売上高は4億8千1百万円（前期比1.3％増）、経常利益は経費の削減効果もあり1億5千5百万円 

（前期比38.0％増）となりました。しかし、当期純利益におきましては固定資産除却損、投資有価証券評価損等 

を特別損失に計上し、特別利益に子会社の財政状態の改善により当社における子会社に対する引当金の戻入額等 

を計上した結果、1億4百万円（前期比29.9%減）となりました。 
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(2）財政状態 

① 当連結会計年度の資産、負債、資本の状況 

 当連結会計年度末の総資産は、前連結会計年度末と比較して20百万円増加し、7,910百万円となりました。 

 内訳別にみますと流動資産において、たな卸資産が173百万円，受取手形及び売掛金が134百万円それぞれ 

減少いたしました。この主な要因は、「たな卸資産」につきましては、仕入方法の変更や在庫管理の強化に 

よる効果であり、「受取手形及び売掛金」は管理体制の強化による効果と売上高減少による影響であります。 

また、固定資産においては、減価償却費の計上や退店等による差入保証金の回収、内装等の除却損の計上なら 

びに遊休資産の売却等により295百万円減少いたしました。 

 負債の部では、買掛金が63百万円減少いたしました。これは、仕入・在庫管理の強化によるものであります。 

一方繰延税金負債が31百万円増加いたしましたが、これは、保有している投資有価証券の時価が上昇したこと 

によるものであります。 

 なお、固定負債に計上しております社債2,200百万円のうち1,100百万円が1年以内償還予定となりましたので、 

その金額を流動負債の増加、固定負債の減少としてそれぞれ計上しております。 

 資本の部においては、資本金、資本剰余金においての増減はありません。 

 利益剰余金の部は配当金の支払いおよび当期純利益の増加によって、前期と比較して52百万円の増加となりま 

した。また、その他有価証券評価差額金は、46百万円増加いたしました。 

② キャッシュ・フローの状況 

 当連結会計年度末における現金及び現金同等物は3,009百万円であり、前連結会計年度に比べ674百万円増加 

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・フローは、前連結会計年度に比べ683百万円増加し、654百万円の収入となりま 

した。これは主に売上債権の減少144百万円及びたな卸資産の減少173百万円等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） 

 投資活動によるキャッシュ・フローは、前連結会計年度に比べ1,298百万円減少し、106百万円の収入となり 

ました。これは主に有形固定資産の取得による支払が61百万円、差入保証金及び敷金の預入による支出が64百 

万円ありましたが、一方で有形固定資産の売却による収入72百万円、差入保証金及び敷金の返還による収入260 

百万円があったことによるものであります。 

（財務活動によるキャッシュ・フロー） 

 財務活動によるキャッシュ・フローは、配当金の支払等により87百万円の支出となりました。 

なお、自己資本比率及び時価ベースでの自己資本比率は次の通りであります。 

 （注） 1.各指標の算出は以下の算式を使用しております。 

 株主資本比率：株主資本/総資産 

 時価ベースの株主資本比率：株式時価総額/総資産 

 債務償還年数：有利子負債/営業キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：営業キャッシュ・フロー/利払い 

2.いずれも連結ベースの財務数値により計算しております。 

3.キャッシュ・フローは営業キャッシュ・フローを利用しております。有利子負債は貸借対照表に計上され 

 ている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象としております。 

 平成15年3月期 平成16年3月期 平成17年3月期 

自己資本比率 31.5％ 49.8％ 50.9 

時価ベースでの自己資本比率 20.9％ 50.3％ 57.0 

債務償還年数 ― ― 3.4 

インタレスト・カバレッジ・レシオ ― ― 44.4 
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４．連結財務諸表等 
(1）連結貸借対照表 

  前連結会計年度 
（平成16年3月31日） 

当連結会計年度 
（平成17年3月31日） 対前年比 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

（資産の部）          

Ⅰ 流動資産          

１. 現金及び預金   2,335,467   3,009,894  674,427 

２. 受取手形及び 
売掛金    1,059,627   925,545  △134,082 

３. たな卸資産   663,577   490,512  △173,065 

４. その他   172,605   105,832  △66,773 

貸倒引当金   △17,971   △2,938  15,033 

流動資産合計   4,213,306 53.4  4,528,845 57.2 315,539 

Ⅱ 固定資産          

(1）有形固定資産          

１. 建物及び構築物  1,997,965   1,852,588     

減価償却累計額  △1,451,498 546,466  △1,393,686 458,901  △87,565 

２. 機械装置及び 
運搬具  470,095   473,333     

減価償却累計額  △388,587 81,508  △401,610 71,722  △9,786 

３. 工具器具及び 
備品  283,373   258,550     

減価償却累計額  △225,622 57,750  △216,376 42,173  △15,577 

４. 土地   283,047   206,547  △76,500 

有形固定資産合計   968,773 12.3  779,345 9.9 △189,428 

(2）無形固定資産          

１. 電話加入権   23,570   19,448  △4,122 

２. その他   8,592   4,171  △4,421 

無形固定資産合計   32,162 0.4  23,619 0.3 △8,543 

(3）投資その他の資産          

１. 投資有価証券    805,635   959,833  154,198 

２. 長期性預金   100,000   100,000  － 

３. 差入保証金及び
敷金   1,539,734   1,384,391  △155,343 

４. その他   263,684   168,866  △94,818 

貸倒引当金   △32,983   △34,312  △1,329 

投資その他の資産
合計   2,676,071 33.9  2,578,779 32.6 △97,292 

固定資産合計   3,677,008 46.6  3,381,744 42.8 △295,264 

資産合計   7,890,314 100.0  7,910,590 100.0 20,276 
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  前連結会計年度 
（平成16年3月31日） 

当連結会計年度 
（平成17年3月31日） 対前年比 

区分 注記 
番号 金額（千円） 構成比 

（％） 金額（千円） 構成比 
（％） 

増減 
（千円） 

          
（負債の部）          

Ⅰ 流動負債          

１. 買掛金    510,684   447,241  △63,443 

２. 1年内償還予定の
社債   －   1,100,000  1,100,000 

３. 未払法人税等   12,648   31,899  19,251 

４. 賞与引当金   35,207   －  △35,207 

５. 未払金   207,854   213,215  5,361 

６. 未払消費税等     81,565     58,296   △23,269 

７. その他   172,976    166,534   △6,442 

  流動負債合計   1,020,935 12.9  2,017,188 25.5 1,006,253 

Ⅱ 固定負債            

１. 社債    2,200,000   1,100,000  △1,100,000 

２. 繰延税金負債   104,596   135,696  31,100 

３. 退職給付引当金   495,614   486,656  △8,958 

４. 役員退職慰労 
引当金   95,915   112,210  16,295 

５. 預り保証金   45,450   33,250  △12,200 

固定負債合計   2,941,576 37.3  1,867,812 23.6 △1,073,764 

負債合計   3,962,512 50.2  3,885,001 49.1 △77,511 
          
（資本の部）          

Ⅰ 資本金 ※1  2,727,560 34.6  2,727,560 34.5 － 

Ⅱ 資本剰余金   1,174,617 14.9  1,174,617 14.8 － 

Ⅲ 利益剰余金   △53,376 △0.7  △1,179 △0.0 52,197 

Ⅳ その他有価証券評価
差額金   152,371 1.9  198,654 2.5 46,283 

Ⅴ 自己株式 ※1  △73,371 △0.9  △74,064 △0.9 △693 

資本合計   3,927,802 49.8  4,025,589 50.9 97,787 

負債及び資本合計   7,890,314 100.0  7,910,590 100.0 20,276 
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(2）連結損益計算書 

  
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） 

当連結会計年度 
（自 平成16年4月１日 
至 平成17年3月31日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 金額（千円） 百分比 

（％） 金額（千円） 百分比 
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅰ 売上高          

(1）商品売上高  8,213,877   7,148,725     

(2）受託加工売上高  1,345,482 9,559,359 100.0 1,121,620 8,270,346 100.0 △1,289,013 

Ⅱ 売上原価          

(1）商品売上原価  3,789,111   3,146,954     

(2）受託加工売上原価  1,058,088 4,847,199 50.7 837,324 3,984,279 48.2 △862,920 

売上総利益   4,712,159 49.3  4,286,067 51.8 △426,092 

Ⅲ 販売費及び一般管理費          

１. 販売手数料  360,487   342,756     

２. 広告宣伝費  251,667   234,561     

３. 貸倒引当金繰入額  9,008   －     

４. 給料手当  1,522,659   1,379,760     

５. 賞与引当金繰入額  5,361   －     

６. 退職給付引当金 
繰入額  31,731   24,667     

７. 役員退職慰労 
引当金繰入額  18,351   14,674     

８. 減価償却費  113,049   89,966     

９. 賃借料  1,183,774   957,425     

10. その他  1,021,875 4,517,966 47.3 956,407 4,000,219 48.4 △517,747 

営業利益   194,193 2.0  285,847 3.5 91,654 

Ⅳ 営業外収益          

１. 受取利息  1,105   1,137     

２. 受取配当金  11,093   11,732     

３. 投資有価証券 
売却益  224   －     

４. 受取手数料  56,303   19,421     

５. 雑収入  53,333 122,059 1.3 17,055 49,347 0.6 △72,712 

Ⅴ 営業外費用          

１. 支払利息  34,355   14,740     

２. 投資有価証券 
売却損  776   －     

３. 支払保証料  14,868   14,827     

４. 社債発行費償却  27,270   －     

５. 雑損失  26,825 104,095 1.1 7,746 37,313 0.5 △66,782 

経常利益   212,156 2.2  297,881 3.6 85,725 
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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） 

当連結会計年度 
（自 平成16年4月１日 
至 平成17年3月31日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 金額（千円） 百分比 

（％） 金額（千円） 百分比 
（％） 

増減 
（千円） 

Ⅵ 特別利益          

１. 前期損益修正益 ※1 30,563   11,971     

２. 固定資産売却益 ※2 110,209   －     

３. 投資有価証券売却 
益  4,361   －     

４. 出資金運用益  222   －     

５. 賞与引当金戻入益  －   35,207     

６. 役員退職慰労 
引当金戻入益  17,154 162,511 1.7 － 47,178 0.6 △115,333 

Ⅶ 特別損失          

１. 前期損益修正損 ※3 7,239   －     

２. 建物撤去費用  6,826   12,867     

３. 固定資産除却損 ※4 64,689   65,954     

４. 固定資産売却損 ※5 23,812   29,651     

５. 投資有価証券評価 
損  －   95,085     

６. 退店関連賃借契約 
解約損  25,434   －     

７. 特別退職金  14,328   －     

８. 金利スワップ契約 
解約損   15,761   －     

９. その他 ※6 4,757 162,851 1.7 800 204,359 2.5 41,508 

税金等調整前当期 
純利益   211,817 2.2  140,699 1.7 △71,118 

法人税、住民税 
及び事業税  34,646   19,770     

法人税、住民税等 
還付税額  － 34,646 0.3 17,773 1,996 0.0 △32,650 

当期純利益   177,171 1.9  138,703 1.7 △38,468 
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(3）連結剰余金計算書 

  
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） 

当連結会計年度 
（自 平成16年4月１日 
至 平成17年3月31日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 増減 

（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 △1,300,057 

Ⅱ 資本剰余金増加高        

 1. 増資による新株の 
 発行  207,200 207,200 － － △207,200 

        

Ⅲ 資本剰余金減少高        

 1. 利益剰余金への振替  748,892  －    

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

Ⅳ 資本剰余金期末残高   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 1,684,428 

Ⅱ 利益剰余金増加高        

 1. 資本剰余金からの 
振替額  748,892  －    

 2. 資本準備金充当額  758,364  －    

 3. 当期純利益  177,171 1,684,428 138,703 138,703 △1,545,725 

Ⅲ 利益剰余金減少高        

１. 配当金  － － 86,506 86,506 86,506 

Ⅳ 利益剰余金期末残高   △53,376  △1,179 52,197 
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(4）連結キャッシュ・フロー計算書 

  
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） 

当連結会計年度 
（自 平成16年4月１日 
至 平成17年3月31日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 増減 

（千円） 

Ⅰ 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  211,817 140,699 △71,118 

減価償却費  144,088 108,220 △35,868 

貸倒引当金の増減額  △1,095 △13,703 △12,608 

賞与引当金の増減額  10,932 △35,207 △46,139 

退職給付引当金の増減額  △32,142 △8,958 23,184 

役員退職慰労引当金の増減額  △6,454 16,294 22,748 

受取利息及び受取配当金  △12,198 △12,870 △672 

支払利息  34,355 14,740 △19,615 

投資有価証券売却益  △4,586 － 4,586 

投資有価証券売却損  776 － △776 

固定資産売却益  △110,209 － 110,209 

固定資産売却損  23,812 29,651 5,839 

固定資産除却損  64,689 65,954 1,265 

投資有価証券評価損  － 95,085 95,085 

売上債権の増減額  270,591 144,054 △126,537 

たな卸資産の増減額  652,874 173,064 △479,810 

仕入債務の増減額  △1,106,124 △63,443 1,042,681 

その他  △115,370 △13,988 101,382 

小計  25,755 639,595 613,840 

利息及び配当金の受取額  12,491 12,870 379 

利息の支払額  △29,579 △14,740 14,839 

法人税等の支払額  △37,252 △519 36,733 

法人税等の還付額  － 17,773 17,773 

営業活動によるキャッシュ・フロー  △28,584 654,980 683,564 
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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） 

当連結会計年度 
（自 平成16年4月１日 
至 平成17年3月31日） 

対前年比 

区分 注記 
番号 金額（千円） 金額（千円） 増減 

（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 △380,000 

投資有価証券の取得による支出  △1,444 △88,623 △87,179 

投資有価証券の売却による収入  90,072 － △90,072 

営業譲渡による収入  ※2 394,128 － △394,128 

有形固定資産の取得による支出  △211,586 △61,567 150,019 

有形固定資産の売却による収入  244,744 72,485 △172,259 

差入保証金及び敷金の預入による 
支出  △60,001 △64,562 △4,561 

差入保証金及び敷金の返還による 
収入  404,385 260,744 △143,641 

積立保険満期による収入  121,666 － △121,666 

その他  43,162 △11,830 △54,992 

投資活動によるキャッシュ・フロー  1,405,126 106,646 △1,298,480 

Ⅲ 財務活動によるキャッシュ・フロー      

短期借入金の純減少額  △600,000 － 600,000 

長期借入金の返済による支出  △980,000 － 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  △272 △693 △421 

配当金の支払額  － △86,506 △86,506 

財務活動によるキャッシュ・フロー  △1,164,119 △87,199 1,076,920 

Ⅳ 現金及び現金同等物の増減額  212,423 674,427 462,004 

Ⅴ 現金及び現金同等物期首残高  2,123,044 2,335,467 212,423 

Ⅵ 現金及び現金同等物期末残高  ※1 2,335,467 3,009,894 674,427 
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成16年4月１日 
至 平成17年3月31日） 

１. 連結の範囲に関する事項 
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、㈱ウイングロード、 
㈱エルメックス・ハウス、日本ソーイング㈱ 
 なお、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 
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、㈱ウイングロード、 
㈱エルメックス・ハウス、日本ソーイング㈱ 
 なお、子会社はすべて連結されております。 
 前連結会計年度において連結子会社であった 
㈱シンパシー、㈱服装計画舎、㈱銀座山形屋リテイ 
リング及び日本ソーイング北海道㈱は精算結了いた 
しましたので連結子会社は4社減少しております。 

２. 持分法の適用に関する事項 
 該当事項はありません。 
 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。 

２. 持分法の適用に関する事項 
 該当事項はありません。 
  

３. 連結子会社の事業年度に関する事項 
 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 ── 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）によ
っております。 

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 

時価のないもの ── 移動平均法による原価法
によっております。 

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、当連結会 
計年度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 
、当連結会計年度末の商品は、7,487千円減少し、 
営業利益、経常利益及び税金等調整前当期純利益 
は、それぞれ同額減少しております。 

製品等 ─ 総平均法による原価
法。 

製品等 ─ 同左 

材料 ── 最終仕入原価法。 材料 ── 同左 
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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） 

当連結会計年度 
（自 平成16年4月１日 
至 平成17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
以降取得の建物（建物付属
設備を除く）については、
定額法によっております。
なお、主な耐用年数は、以
下のとおりであります。 

(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）に基づく定額法に 
よっております。 

② 無形固定資産 ── 同左 

(3）繰延資産 
   社債発行費は、商法施行規則の規定により3年間 
  で均等償却する方法によっております。 
   新株発行費は、支出時に全額費用として処理して 
  おります。 

(3）繰延資産 
────── 

(4）重要な引当金の計上基準 
① 貸倒引当金 ─── 債権の貸倒による損失に備

える為、回収不能見積額を
計上しております。 

(4）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 

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 

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。 

② 賞与引当金 ─── 同左 
（追加情報） 
 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、連結会計年度に負担す 
べき支給見込額を賞与引当金として計上しておりま 
したが、当連結会計年度に支給対象期間と会計年度 
を一致させる支給対象期間の変更を行ったことに伴 
い当連結会計年度は賞与引当金の計上はありませ
ん。 
 なお、前連結会計年度に計上した賞与引当金35, 
207千円は、支給しないことについて労働組合と 
合意されたため、当連結会計年度に全額戻し入れ
て、特別利益へ計上しております。   
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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） 

当連結会計年度 
（自 平成16年4月１日 
至 平成17年3月31日） 

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。 

③ 退職給付引当金 ─ 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。 

④ 役員退職慰労引当金 ─ 同左 

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

(5）重要なリース取引の処理方法 
同左 

(6）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。 

(6）重要なヘッジ会計の方法 
────── 

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 

 

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。 

 

(7）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。 

(7）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 
  該当事項はありません。 

５. 連結子会社の資産及び負債の評価に関する事項 
  該当事項はありません。 

６. 連結調整勘定の償却に関する事項 
 連結調整勘定は、５年間で均等償却する方法を採用
しております。 

６. 連結調整勘定の償却に関する事項 
同左 

７. 利益処分項目等の取扱いに関する事項 
 連結剰余金計算書は連結会計年度中に確定した利益
処分に基づいて作成しております。 

７. 利益処分項目等の取扱いに関する事項 
同左 

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、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。 

８. 連結キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲 
同左 
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表示方法の変更 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成16年4月1日 
至 平成17年3月31日） 

 （連結損益計算書） 
 前連結会計年度まで営業外費用の「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、当連結会計年度より 
区分掲記しております。なお、前連結会計年度の営業 
外費用の「その他」に含まれる「社債発行費償却」は、 
15,583千円であります。 

         ─────────── 
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注記事項 
（連結貸借対照表関係） 

（連結損益計算書関係） 

前連結会計年度 
（平成16年3月31日） 

当連結会計年度 
（平成17年3月31日） 

※1. 発行済株式及び自己株式 ※1. 発行済株式及び自己株式 
発行済株式総数 普通株式 18,044,715 株 
当社が保有する自己
株式数 普通株式 743,495 株 

発行済株式総数 普通株式 18,044,715 株 
当社が保有する自己
株式数 普通株式 747,739 株 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成16年4月1日 
至 平成17年3月31日） 

※１. 前期損益修正益の内容は、貸倒引当金戻入額等で
あります。 

※１. 前期損益修正益の内容は、貸倒引当金戻入額等で
あります。 

※２. 固定資産売却益の内訳は、下記のとおりでありま
す。 

 ２.         ──────  

建物及び構築物 1,219 千円 
土地 108,990 千円 

計 110,209 千円 

 

※３. 前期損益修正損の内訳は、下記のとおりでありま
す。 

 ３.         ──────  

      
過年度賞与引当金修正 7,239 千円 

計 7,239 千円 

 

※４. 固定資産除却損の内訳は、下記のとおりでありま
す。 

※４. 固定資産除却損の内訳は、下記のとおりでありま
す。 

建物及び構築物 49,954 千円 
機械装置及び運搬具 1,585 千円 
工具器具及び備品 6,024 千円 
その他 7,124 千円 

計 64,689 千円 

建物及び構築物 46,564 千円 
機械装置及び運搬具 1,440 千円 
工具器具及び備品 9,462 千円 
その他 8,486 千円 

計 65,954 千円 

※５. 固定資産売却損の内訳は、下記のとおりでありま
す。 

※５. 固定資産売却損の内訳は、下記のとおりでありま
す。 

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 

土地 9,762 千円 
建物及び構築物 16,348 千円 
工具器具及び備品 4 千円 
その他 3,536 千円 

計 29,651 千円 

※６. その他特別損失の内訳は次のとおりであります。  ６.         ────── 
ゴルフ会員権評価損 2,600 千円 
その他 2,157 千円 

計 4,757 千円 
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（連結キャッシュ・フロー計算書関係） 

前連結会計年度 
（平成16年3月31日） 

当連結会計年度 
（平成17年3月31日） 

※１. 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表
に掲記されている科目の金額との関係 

※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 

 ※２. 営業の譲渡により減少した資産の主な内訳 
   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内訳は次のとおり 
   であります。 

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 
      

流動資産 112,812 千円 
固定資産 281,315 千円 

資産合計 394,128 千円 

  ２.         ────── 

現金及び預金勘定 3,009,894 千円 

現金及び現金同等物 3,009,894 千円 
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① リース取引 

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） 

当連結会計年度 
（自 平成16年4月1日 
至 平成17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 

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 

 
機械装置及
び運搬具 

 
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 

                  

 
機械装置及
び運搬具 

 
工具器具及
び備品 

 合計 

取得価額相
当額 

3,905 千円  47,971 千円  51,876 千円 

減価償却累
計額相当額 

2,859 千円  34,164 千円  37,023 千円 

期末残高相
当額 

1,045 千円   13,807 千円   14,853 千円 

                  
② 未経過リース料期末残高相当額 ② 未経過リース料期末残高相当額 

１年以内 16,764 千円 
１年超 14,806 千円 

合計 31,570 千円 

１年以内 12,234 千円 
１年超 3,992 千円 

合計 16,227 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 

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 

支払リース料 16,744 千円 
減価償却費相当額 15,577 千円 
支払利息相当額 787 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 
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 

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 

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     ──────────── 
１年以内 726 千円 
１年超 - 千円 

合計 726 千円 
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② 有価証券 
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. その他有価証券で時価のあるもの 

２. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

３. 時価のない主な有価証券の内容 

当連結会計年度（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日） 

１. その他有価証券で時価のあるもの 

（注）当連結会計年度末において減損処理を行っており、減損処理後の帳簿価額を取得原価に記載しております。 
     減損処理の金額   株式   93,585千円 
  

２. 当連結会計年度中に売却したその他有価証券 

該当事項はありません。 

３. 時価のない主な有価証券の内容 

（注）当連結会計年度末において1,500千円の減損処理を行っております。  

 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 

売却額（千円） 売却益の合計（千円） 売却損の合計（千円） 

81,072 224 776 

 連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式（店頭売買株式を除く） 4,530 

 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 428,309 761,715 333,406 

その他 81,312 82,257 944 

小計 509,622 843,973 334,351 

連結貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの 

株式 110,865 110,865 - 

その他 1,964 1,964 - 

小計 112,830 112,830 - 

合計 622,452 956,803 334,351 

  連結貸借対照表計上額（千円） 

(1）その他有価証券  

非上場株式 3,030 
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③ デリバティブ取引 
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. 取引の状況に関する事項 

      当連結会計年度末までにデリバティブ契約はすべて解約しておりますので該当事項はありません。 

２. 取引の時価等に関する事項 

 該当事項はありません。 

当連結会計年度（自平成16年4月1日 至平成17年3月31日） 

１. 取引の状況に関する事項 

      該当事項はありません。 

２. 取引の時価等に関する事項 

 該当事項はありません。 

④ 退職給付 

前連結会計年度 
平成16年3月31日 

当連結会計年度 
平成17年3月31日 

１. 採用している退職給付制度の概要 １. 採用している退職給付制度の概要 

退職給付制度については、確定給付型の制度とし
て、退職金規定に基づく社内積立の退職一時金制度
と適格退職年金制度を併用しております。 

退職給付制度については、確定給付型の制度とし
て、退職金規定に基づく社内積立の退職一時金制度
と適格退職年金制度を併用しております。 

２. 退職給付債務に関する事項 ２. 退職給付債務に関する事項 

退職給付債務 △690,678 千円 
年金資産残高 195,064 千円 
退職給付引当金 △495,614 千円 

退職給付債務 △693,614 千円 
年金資産残高 206,958 千円 
退職給付引当金 △486,656 千円 

３. 退職給付費用に関する事項 ３. 退職給付費用に関する事項 

勤務費用 72,672 千円 
小計 72,672 千円 
割増退職金 14,328 千円 

退職給付費用合計 87,000 千円 

勤務費用 70,927 千円 

退職給付費用合計 70,927 千円 
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⑤ 税効果会計 

前連結会計年度 
平成16年3月31日 

当連結会計年度 
平成17年3月31日 

１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

１. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別
の内訳 

① 流動の部 ① 流動の部 
繰延税金資産   

商品 157,088 千円 
賞与引当金 14,389 千円 

繰延税金資産小計 171,477 千円 
評価性引当額 △171,477 千円 

繰延税金資産合計 － 千円 

繰延税金資産   

商品 62,466 千円 
未払賞与 346 千円 
未払事業税等 6,290 千円 
繰延税金資産小計 69,104 千円 
評価性引当額 △69,104 千円 

繰延税金資産合計 － 千円 

② 固定の部 ② 固定の部 
繰延税金資産   
貸倒引当金 14,784 千円 
退職給付引当金 177,879 千円 
役員退職慰労引当金 39,720 千円 
固定資産評価損 7,256 千円 
繰越欠損金 1,606,369 千円 
その他 4,289 千円 

繰延税金資産小計 1,850,299 千円 
評価性引当額 △1,850,299 千円 

繰延税金資産合計 － 千円 
繰延税金負債   
その他有価証券評価差額金 △104,596 千円 

繰延税金負債純額 △104,596 千円 

繰延税金資産   
貸倒引当金 13,986 千円 
退職給付引当金 191,600 千円 
役員退職慰労引当金 45,731 千円 
固定資産除却損 7,256 千円 
投資有価証券評価損 38,089 千円 
その他 4,760 千円 
繰越欠損金 1,585,742 千円 

繰延税金資産小計 1,887,168 千円 
評価性引当額 △1,887,168 千円 

繰延税金資産合計 － 千円 
繰延税金負債   
その他有価証券評価差額金 △135,696 千円 

繰延税金負債純額 △135,696 千円 

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

２. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担
率との差異の原因となった主な項目別の内訳 

法定実効税率 42.1 ％ 
（調整）   
交際費等永久に損金に算入さ
れない項目 

1.6 ％ 

受取配当金等永久に益金に算
入されない項目 

△0.7 ％ 

未計上の繰延税金資産 △33.0 ％ 
住民税均等割 6.4 ％ 

税効果会計適用後の法人税等
の負担率 

16.4 ％ 

法定実効税率 40.7 ％ 
（調整）   
交際費等永久に損金に算入さ
れない項目 

1.4 ％ 

受取配当金等永久に益金に算
入されない項目 

△1.5 ％ 

未計上の繰延税金資産 △43.6 ％ 
住民税均等割 7.8 ％ 
軽減税率適用による差異 △2.3 ％ 
その他 △1.1 ％ 

税効果会計適用後の法人税等
の負担率 

1.4 ％ 
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⑥ セグメント情報 
ａ．事業の種類別セグメント情報 

前連結会計年度（平成15年4月1日から平成16年3月31日） 

 当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損失又は営業利益の合計の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。 

当連結会計年度（平成16年4月1日から平成17年3月31日） 

 当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損失又は営業利益の合計の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 

前連結会計年度（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで） 

 在外連結子会社及び在外支店はありませんので、記載を省略しております。 

当連結会計年度（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで） 

 在外連結子会社及び在外支店はありませんので、記載を省略しております。 

ｃ．海外売上高 

前連結会計年度（平成15年4月1日から平成16年3月31日まで） 

 海外売上高はありませんので、記載を省略しております。 

当連結会計年度（平成16年4月1日から平成17年3月31日まで） 

 海外売上高はありませんので、記載を省略しております。 
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⑦ 関連当事者との取引 
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. 親会社及び法人主要株主等 

 該当事項はありません。 

２. 役員及び個人主要株主等 

（注1）取引条件及び取引条件の決定方針等 

    固定資産の売却については、市場の実勢価格を勘案して決定しております。 

（注2）取引金額には消費税等は含んでおりません。 

（注3）当社役員山形政弘、中島紘一及びその近親者が議決権の100％を直接保有しております。 

３. 子会社等 

 該当事項はありません。 

４. 兄弟会社等 

 該当事項はありません。 

属性 

会社等の名称 
資本金又は
出資金 

事業の内容
又は職業 

役員の兼任等 

取引の内容 
取引金額 
 （千円） 

科目 
期末残高 
 （千円） 

住所 
議決権等の
所有割合 

事業上の関係 

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を自己
の計算にお
いて所有し
ている会社
等並びに当
該会社等の
子会社 

山形産業株式
会社 

48,000 

不動産の売
買及び賃貸 

兼任1人 

固定資産の売却 
保証金の差入 
賃料支払 

170,970 
168,996 
16,336 

差入保証金 168,996 

東京都中央区 所有なし なし 
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当連結会計年度（自 平成16年4月1日 至 平成17年3月31日） 

１. 親会社及び法人主要株主等 

 該当事項はありません。 

２. 役員及び個人主要株主等 

（注1）取引条件及び取引条件の決定方針等 

    賃借料については、市場価格を勘案して一般的取引条件と同様に決定しております。 

（注2）取引金額には消費税等は含んでおりません。 

（注3）当社役員山形政弘、中島紘一及びその近親者が議決権の100％を直接保有しております。 

３. 子会社等 

 該当事項はありません。 

４. 兄弟会社等 

 該当事項はありません。 

属性 
会社等の名称 

資本金又は
出資金 

事業の内容
又は職業 

役員の兼任等 
取引の内容 

取引金額 
 （千円） 

科目 
期末残高 
 （千円） 

住所 
議決権等の
所有割合 

事業上の関係 

役員及びそ
の近親者が
議決権の過
半数を自己
の計算にお
いて所有し
ている会社
等並びに当
該会社等の
子会社 

山形産業株式
会社 

48,000 

不動産の売
買及び賃貸 

兼任1人 

賃料支払 
保証金の差入 

31,059 
50,000 

差入保証金 218,996 

東京都中央区 所有なし なし 
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（１株当たり情報） 

 （注） １株当たり当期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（重要な後発事象） 
      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 

当連結会計年度 
自 平成16年4月1日 
至 平成17年3月31日 

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 

１株当たり純資産額    232円73銭 
１株当たり当期純利益   8円02銭 

 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。 

 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 

当連結会計年度 
自 平成16年4月1日 
至 平成17年3月31日 

当期純利益（千円） 177,171 138,703 

普通株主に帰属しない金額（千円） - - 

普通株式に係る当期純利益（千円） 177,171 138,703 

普通株式の期中平均株式数（千株） 16,369 17,299 
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５．生産、受注及び販売の状況 
(1）生産実績 

 当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 2,172,079 92.0 

  （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 4,602,071 89.0 136,707 92.0 

  （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 8,240,754 86.8 

その他の事業 29,592 44.2 

合計 8,270,346 86.5 
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