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1.  21年12月期の連結業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

（注）平成20年12月期は決算期の変更により8ヵ月決算となったため、平成21年12月期及び平成20年12月期の対前期増減率は記載しておりません。また、
希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益は記載しておりません。 

(2) 連結財政状態 

 

(3) 連結キャッシュ・フローの状況 

  

(1) 連結経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期 5,950 ― 404 ― 402 ― 196 ―

20年12月期 3,934 ― 297 ― 301 ― 125 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり

当期純利益
自己資本当期純利

益率
総資産経常利益率 売上高営業利益率

円 銭 円 銭 ％ ％ ％

21年12月期 2,184.17 ― 7.1 9.7 6.8
20年12月期 1,389.63 ― 4.6 8.3 7.6

（参考） 持分法投資損益 21年12月期  ―百万円 20年12月期  ―百万円

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年12月期 4,762 2,788 58.5 30,924.44
20年12月期 3,532 2,743 77.6 30,433.73

（参考） 自己資本   21年12月期  2,783百万円 20年12月期  2,739百万円

営業活動によるキャッシュ・フロー 投資活動によるキャッシュ・フロー 財務活動によるキャッシュ・フロー 現金及び現金同等物期末残高

百万円 百万円 百万円 百万円

21年12月期 △567 △282 941 2,112
20年12月期 △92 △76 △137 2,021

2.  配当の状況 

 

1株当たり配当金 配当金総額
（合計）

配当性向
（連結）

純資産配当
率（連結）第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 合計

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 百万円 ％ ％

20年12月期 ― 0.00 ― 1,200.00 1,200.00 108 86.4 4.0
21年12月期 ― 500.00 ― 1,000.00 1,500.00 135 68.7 4.9

22年12月期 
（予想）

― 500.00 ― 1,000.00 1,500.00 48.2

3.  22年12月期の連結業績予想（平成22年1月1日～平成22年12月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

2,900 △6.2 250 △14.6 235 △21.0 135 △9.5 1,499.67

通期 6,000 0.8 530 31.0 500 24.3 280 42.4 3,110.42
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4.  その他 

(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項の変
更に記載されるもの） 

(3) 発行済株式数（普通株式） 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無

② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 21年12月期 90,020株 20年12月期 90,020株

② 期末自己株式数 21年12月期  ―株 20年12月期  ―株

（参考）個別業績の概要 

1.  21年12月期の個別業績（平成21年1月1日～平成21年12月31日） 

（注）平成20年12月期は決算期の変更により8ヵ月決算となったため、平成21年12月期及び平成20年12月期の対前期増減率は記載しておりません。また、
希薄化効果を有する潜在株式が存在しないため、潜在株式調整後1株当たり当期純利益については記載しておりません。 

(2) 個別財政状態 

  

(1) 個別経営成績 （％表示は対前期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

21年12月期 5,654 ― 485 ― 490 ― 195 ―

20年12月期 3,788 ― 347 ― 355 ― 179 ―

1株当たり当期純利益
潜在株式調整後1株当たり当期純

利益
円 銭 円 銭

21年12月期 2,176.42 ―

20年12月期 1,989.52 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

21年12月期 4,603 2,927 63.5 32,475.75
20年12月期 3,651 2,884 78.9 31,999.33

（参考） 自己資本 21年12月期  2,923百万円 20年12月期  2,880百万円

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

（注）第2四半期累計期間については、単体での開示を行っていないため、対前年同四半期増減率は記載しておりません。 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 

 上記に記載した予想数値は、現時点で入手可能な情報に基づき判断した見通しであり、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の業績等は、業況
の変化等により、上記予想数値と異なる場合があります。 
 なお、上記予想に関する事項は、3ページ「１．経営成績（１）経営成績に関する分析」をご覧ください。 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
累計期間

2,800 ― 230 ― 230 ― 130 ― 1,444.12

通期 5,600 △1.0 485 △0.2 485 △1.2 270 37.8 2,999.33
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(1）経営成績に関する分析 

①当期の経営成績 

 当連結会計年度におけるわが国経済は、その前年から続く景気の減速感に加え、雇用不安などが消費動向に影をお

とし、一時は消費動向調査などの指数は改善し、持ち直しの動きも報じられましたが、本格的な消費の拡大には至り

ませんでした。 

 当社グループが仲介を行う着物業界におきましても、消費の低迷は厳しく、小売では店外催事回数の減少が、地方

産地問屋の経営破たんを引き起こすなど、厳しい状況で始まり、その傾向はますます加速していきました。 

 このような環境のなか、当社グループは、ますます加速する業界の低迷のなかで、それをチャンスととらえ、積極

的な営業活動を行ってまいりました。生産者と消費者を結び付けるという仲介業としてのビジネスモデルをより明確

にし、「4ヵ月間無料きもの着付教室」等の修了生対象のプロモーション企画など、潜在需要の掘り起こしに向けた

諸施策を実施してまいりました。なかでも「きものコレクション」は、購入率が平均93.3％と大盛況のうちに終了い

たしました。 

 また、日本和装ホールセラーズ株式会社では、伝統技術を絶やさぬために、倒産により廃業を余儀なくされた工場

設備と技術者を引き継ぎ織物の製造を開始いたしました。さらに、日本和装クレジット株式会社において割賦販売斡

旋業を開始し、消費者の代金決済の多様性に対応いたしました。これらの、動きが連結ベースでの業績にようやく寄

与してまいりました。 

 しかし、一方では小売の不振は当社グループにおいても例外ではなく、日本和装マーケティング株式会社が展開す

る「きものスーパー」につきましては振袖の販売など様々な諸施策を試みましたが、累積損失を解消するには至りま

せんでした。 

 管理面につきましては、当社グループの年間の経費の中で大きな比率を占める広告宣伝費について、計画どおりの

支出に抑えることができました。また、ローン手数料の見直しとグループ内で割賦販売斡旋業を開始したことにより

支払手数料が減少いたしました。さらに、リース料や旅費交通費をはじめとして支出面を全面的に見直しました。 

 しかし、加工料売上高の増大に伴い加工仕入高が増加したことに加え、日本和装マーケティング株 

式会社及びNIHONWASOU USA,INC.において営業損失を計上いたしました。 

 これらの結果、当連結会計年度の業績は、売上高は5,950百万円、営業利益は404百万円、経常利益は402百万円、

当期純利益は196百万円となりました。 

   なお、前連結会計年度は決算期の変更により８ヵ月決算となっているため、前年同期との比較分析は行っておりま

せん。（以下「②次期の見通し」及び「(2）財政状態に関する分析 ②キャッシュ・フローの状況」においても同

じ。） 

  

②次期の見通し 

 今後の当社グループを取り巻く経営環境を展望すると、消費の回復にはまだまだ時間がかかると考えられ、着物業

界における回復の兆しが見えない状況が予想されます。 

 このような環境のなか、当社グループは、これまで取組んできた市場からの信頼性を維持するためコンプライアン

ス重視の姿勢をますます進め、「日本和装」事業の受講者及び修了生に対し、いわゆる消費者満足の追求に引続き努

めてまいります。 

 このような状況を総合的に勘案して、規模の拡大を図ることより、質の向上を優先すべきと考え、売上高について

は6,000百万円とし、利益面については、営業利益530百万円、経常利益500百万円、当期利益280百万円の見通しであ

ります。 

(2）財政状態に関する分析 

①資産、負債及び純資産の状況 

 当連結事業年度末の総資産は、前連結事業年度末から1,230百万円（前年比34.8％）増の4,762百万円となりまし

た。これは主に割賦販売斡旋業の開始にともない割賦売掛金が1,109百万円増加したことにより流動資産が947百万円

増加し、また、織物の製造に伴う製造設備の増加及び営業政策の一環として行われたオールインワン改装に伴う建物

等の増加により固定資産が282百万円増加したことによるものであります。 

 当連結事業年度末の負債につきましては、前連結事業年度末から1,185百万円（前年比150.3％）増の1,974百万円

となりました。これは主に割賦販売斡旋業の立替資金及び運転資金としての借入れ1,000百万円及び織物の製造設備

資金としての借入れが93百万円増加したことによるものであります。 

 当連結事業年度末の純資産につきましては、前連結事業年度末から44百万円（前年比1.6％）増の2,788百万円とな

りました。これは剰余金の配当を153百万円実施し、当期純利益を196百万円計上したことによるものであります。 

 この結果、当事業年度末における自己資本比率は58.5％となっております。 

１．経営成績
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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（以下、「資金」という。）は、2,112百万円となりました。 

 当連結会計年度における各キャッシュ・フローは、次のとおりであります。 

（営業活動によるキャッシュ・フロー） 

 当連結会計年度において営業活動に使用した資金は567百万円となりました。これは主に、税金等調整前当期純利

益が390百万円及び営業未収入金の減少271百万円があったものの、割賦売掛金の増加1,109百万円及び法人税の支払

額272百万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） 

 当連結会計年度において投資活動に使用した資金は282百万円となりました。これは主に、有形固定資産の取得に

よる支出248百万円及び敷金保証金の増加額111百万円等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） 

 当連結会計年度において財務活動の結果獲得した資金は941百万円となりました。これは主に、短期借入れの実行

1,213百万円及び長期借入れの実行85百万円及び配当金の支払額152百万円によるものであります。 

  

 （参考）キャッシュ・フロー関連指標の推移 

 自己資本比率：自己資本／総資産 

 時価ベースの自己資本比率：株式時価総額／総資産 

 キャッシュ・フロー対有利子負債比率：有利子負債／キャッシュ・フロー 

 インタレスト・カバレッジ・レシオ：キャッシュ・フロー／利払い 

 （注）１．各指標は、いずれも連結ベースの財務数値により計算しています。 

    ２．株式時価総額は、自己株式を除く発行済株式数をベースに計算しています。 

    ３．営業キャッシュ・フローは、連結キャッシュ・フロー計算書の営業活動によるキャッシュ・フローを使

用しています。 

    ４．有利子負債は、連結貸借対照表に計上されている負債のうち利子を支払っている全ての負債を対象とし

ています。 

    ５．キャッシュ・フロー対有利子負債比率及びインスタント・カバレッジ・レシオは、営業キャッシュ・フ

ローがマイナスである期については記載しておりません。 

  

(3）利益配分に関する基本方針及び当期・次期の配当 

当社は、株主尊重の立場から、株主利益を守り継続かつ、安定した配当を実施することが経営の重要な要素である

と認識しており、配当に対する基本的な考え方としております。今後も中長期的な事業展開を考慮し経営基盤の安定

を図るための内部留保の確保にも配慮しつつ、業績動向等を総合的に勘案して、株主様への利益還元策を検討してい

く所存であります。 

 平成21年12月期の期末配当金につきましては、１株当たり1,000円とさせていただきます。これにより、すでにお

支払済みの中間配当金500円と合わせ、当期の１株当たり年間配当金は1,500円をを予定しております。 

 また、次期の配当につきましては、年間1,500円を予定しております。  

  平成20年４月期 平成20年12月期 平成21年12月期

自己資本比率（％）  73.4  77.6  58.5

時価ベースの自己資本比率（％）  71.8  60.7  52.8

キャッシュ・フロー対有利子負債比

率（％） 
 －  －  －

インタレスト・カバレッジ・レシオ

（倍） 
 －  －  －
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 当社グループは、当社並びに連結子会社である日本和装ホールセラーズ株式会社、日本和装クレジット株式会社、日

本和装マーケティング株式会社及びNIHONWASOU USA,INC.により構成されており、きもの関連事業を主たる業務として

おります。当社グループの事業内容及び当社と連結子会社の当該事業に係る位置付けは以下のとおりであります。 

   

(1)きもの関連事業 

  当社グループは、文化ビジネス創造企業として、「『教える』又は『伝える』というプロセスなしでは、流通がスム

ーズに展開しない商品及び衰退若しくは消滅しかねない商品」の技術及び産業の継続を支援する活動を通して、単なる

小売業ではなく、仲介の新業態としてのビジネスモデル確立しております。 

  きもの関連事業の中でも中核的な「日本和装」事業では、主として「4ヵ月間無料きもの着付教室」を運営すると同

時に、着物等の加工から納品までの一貫した工程管理を「糸の匠センター」にて行っております。 

  「4ヵ月間無料きもの着付教室」は、着物文化のＰＲ活動であり、着物を「着ること」を教え、着物を「着る機会」

をつくり、着物の「物の価値」を伝えることにより、着物文化の普及啓発と販売仲介業務を行うものであります。 

  「4ヵ月間無料きもの着付教室」の具体的な運営方法は、着物に関心のある受講希望者をテレビコマーシャル及び新

聞広告等の各媒体を使って募集し、10名前後の人数で１クラスを編成して、毎週１回、各２時間、全15回のカリキュラ

ムにて着付教室を実施しております。着付の指導は、着物の着付指導技術を有する方と着付講師としての契約を締結

し、各講師にそれぞれクラスを割り当てて行っております。 

  「4ヵ月間無料きもの着付教室」での販売仲介業務では、当社と販売業務委託契約を締結した全国の着物や帯のメー

カー、和装品全般の総合卸売業者及び生産者組合（以下、「各契約企業」という。）約40社が、各契約企業の取扱商品

を受講者（消費者）に販売する際に、販売の仲介業務を行っております。 

  購入希望の受講者（消費者）に対し、各契約企業が自社の取扱商品を販売する機会を、「4ヵ月間無料きもの着付教

室」のカリキュラムのなかに設けております。受講者（消費者）への販売主体はあくまで各契約企業でありますが、当

社は中立の立場で、各契約企業の取扱商品の品質、価値及び価格に配慮しながら仲介業務に取り組んでおります。 

  「4ヵ月間無料きもの着付教室」のなかで当社の仲介により各契約企業が販売した帯や着物は、加工から納品までを

当社の「糸の匠センター」にて一元管理しております。「糸の匠センター」では、当社の「日本和裁技術院」で定めて

いる縫製規準を用いた検品業務と受講者（消費者）への納品代行業務を行っております。当社が取引する仕立加工業者

には「日本和裁技術院」の縫製規準を推奨し、各加工業者が同一の規準で仕立を行える体制を構築しております。 

  以上述べました事業内容による収益は、各契約企業への販売仲介業務による仲介手数料収入及び代金回収代行手数料

収入、各契約企業からの着物加工請負による加工請負料収入及び納品代行手数料収入、小物の販売による収入その他で

あり、それぞれ手数料売上高、加工料売上高、小物売上高及びその他の売上高として売上計上しております。 

  

・日本和装ホールディングス株式会社 

 「日本和装」事業の中核的な位置付けであり、グループ全体の経営管理を行っております。 

・日本和装ホールセラーズ株式会社 

 「4ヵ月間無料きもの着付教室」のカリキュラムのなかの「物の価値」を伝える講義を担当することによ

り、和装文化に関する情報提供サービスを各契約企業に提供しております。また、平成21年３月には織物の

製造を開始し、受講者（消費者）に製品の販売を行っております。 

・日本和装クレジット株式会社 

 受講者（消費者）の代金決済の利便性を向上させ、「日本和装」事業とのシナジー効果を 大限にあげる

ことを目的に平成19年５月に設立され、貸金業を営んでおりましたが、平成21年４月に割賦販売斡旋業を開

始いたしました。 

・日本和装マーケティング株式会社 

 「4ヵ月間無料きもの着付教室」等の修了生を基軸に、広く一般にも開放するかたちで、着物を「より気軽

に選ぶことのできる場」として常設型店舗「きものスーパー」を運営しております。 

・NIHONWASOU USA,INC. 

 日本のきもの文化を世界に発信する拠点として米国ニューヨーク市に設立され、「4ヵ月間無料きもの着付

教室」を開講しております。 

  

(2)その他の事業 

 当社グループの中で「その他の事業」として分類しているのは、日本和装クレジット株式会社の営んでいる貸金業の

みであります。 

   

 なお、日本和装マーケティング株式会社は、平成22年４月28日を合併効力発生日（予定）として当社と合併すること

を平成22年２月15日に合意いたしました。  

２．企業集団の状況
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 ［事業系統図］ 

  以上述べた事業の内容を事業系統図によって示すと次のとおりであります。 
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(1）会社の経営の基本方針 

企業理念 

 「文化ビジネスの創造」を事業とする当社グループの企業理念をひとことで言いあらわすならば、「人の喜ぶとこ

ろに栄えあり」であります。 

 当社グループは、当社グループの事業においてご縁の生じた全ての方々から「あなたが居てくれてよかった！あな

たと出会えてよかった！」と心から思っていただけることが も大切なことだと考えております。 

 それは、受講者（消費者）とのかかわりにおいてはもちろんのこと、株主、各取引先、ひいては全ての協力者との

関係においても同様であります。さらには社員一人ひとりとの間においても変わらず、皆様の心からの喜びをもっ

て、社員のさらなる“やりがい”“使命感”を引き出せる企業でありたい、それが当グループの願いであります。 

企業目標 

 企業の 大目標は利益追求と言われますが、当社グループはそれが全てだとは考えておりません。利益追求の目標

を達成する前にぜひ必要なことがあると考えております。それは、あくまでも真面目に、正直にどこまでも消費者第

一主義でという姿勢で、日々の業務を遂行していくことであります。 

 また、商品取引の仲介においては、生産者のためにもなることを消費者の立場で考え続け、常に生産者と消費者の

相互繁栄を考えた取引を成立させることを第一に考えております。 

 そして、当社グループの事業を通じて社会に貢献していくことも、当社グループにとって忘れてはならないことだ

と考えております。具体的には、雇用を創生し維持していくこと、さらには当社グループで働く人たちのやりがいを

創造していく、夢を形にしていくことだと考えております。 

 消費者良し、生産者良し、取引先良し、株主良し、社員良しの“五方良し”で五者が喜びを共有できる企業となる

ことが当グループの実質的な目標であり、これが達成されてこそ、利益も 大になると確信しております。 

  

(2）目標とする経営指標 

 当社は、流動性の向上及び維持を基本姿勢と位置付けております。当該基本姿勢に基づき、債権については早期回

収を徹底し、債務につきましても可能な限りの早期支払を実施しております。 

  

(3）中長期的な会社の経営戦略 

 今後の当社グループを取り巻く経営環境を展望すると、着物の良さ、美しさを見直す傾向は今後も継続していき、

消費自体が衰退することはないにしても、中長期的にも消費水準が飛躍的に改善することも考えにくい状況です。 

 このような状況のなかで、当社の中長期的な経営戦略としては、当社グループの各連結子会社の役割の明確化があ

げられます。生産者と消費者を結びつけるという仲介業としてのビジネスモデルのなかで、各連結子会社がそれぞれ

の役割を果たし、全体としてシナジー効果を生み出すことにより、生産者、卸売業者、小売業者と分断されてきた流

通経路に一貫した情報の流れと資金の流れを作り上げることができると確信しております。 

  

(4）会社の対処すべき課題 

 会社の対処すべき課題といたしましては、受講者（消費者）満足の追求であると考えております。当社グループの

中核的な事業である「日本和装」事業の成果は、当社グループの社員のみならず、着物着付講師、契約企業が一体と

なって「4ヵ月間無料きもの着付教室」等の受講者の期待に沿った教室作りを行い、受講者（消費者）の購買意欲を

大化することにかかっております。このために、着付教室、セミナー会場及び営業事務所を一体化した「オールイ

ンワン」施設を全国に展開してまいります。 

 また、コンプライアンスの問題につきましては、コンプライアンス委員会を設置し、担当執行役員のもと、外部企

業や法律専門家を含め、問題点を検討しその結果を当社グループ社員のみならず契約企業にも発信しております。 

 また、当社グループにとりまして、まだまだ十分に開拓できていない市場として、「4ヵ月間無料きもの着付教

室」等の14万8千人を超える修了生の存在があります。この市場につきましては、すでに当連結事業年度におきまし

ても修了生向けイベント等を多数開催しておりますが、今後とも修了生対象のプロモーション企画など、堀り起こし

に向けた諸施策を実施していく予定であります。 

３．経営方針
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４．連結財務諸表 
（１）連結貸借対照表 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,199,236 2,240,971

営業未収入金 547,079 275,851

割賦売掛金 － 1,109,914

営業貸付金 63,421 26,584

たな卸資産 ※1  20,520 ※1  76,309

前払費用 154,762 137,363

繰延税金資産 36,710 38,273

未収入金 49,564 122,931

その他 2,459 5,409

貸倒引当金 △3,639 △15,721

流動資産合計 3,070,116 4,017,888

固定資産   

有形固定資産   

建物 87,513 249,077

減価償却累計額 △26,344 △41,097

建物（純額） 61,169 ※3  207,979

土地 22,166 ※3  84,903

その他 52,819 59,274

減価償却累計額 △23,219 △34,731

その他（純額） 29,599 ※3  24,543

有形固定資産合計 112,935 317,426

無形固定資産 2,072 10,850

投資その他の資産   

繰延税金資産 2,371 2,371

敷金及び保証金 344,064 412,865

その他 10,770 ※2  10,951

貸倒引当金 △10,000 △10,000

投資その他の資産合計 347,206 416,188

固定資産合計 462,214 744,465

資産合計 3,532,330 4,762,354
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(平成20年12月31日) 

当連結会計年度 
(平成21年12月31日) 

負債の部   

流動負債   

営業未払金 66,179 76,821

短期借入金 － ※3  1,029,992

未払金 104,471 112,424

未払費用 75,648 80,422

未払法人税等 152,753 78,419

未払消費税等 11,591 8,905

前受金 295,570 377,345

営業預り金 28,544 23,628

その他 30,591 105,287

流動負債合計 765,351 1,893,246

固定負債   

長期借入金 － ※3  63,760

その他 23,250 17,250

固定負債合計 23,250 81,010

負債合計 788,601 1,974,256

純資産の部   

株主資本   

資本金 459,634 459,634

資本剰余金 336,409 336,409

利益剰余金 1,946,138 1,989,723

株主資本合計 2,742,181 2,785,766

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定 △2,537 △1,949

評価・換算差額等合計 △2,537 △1,949

新株予約権 4,083 4,279

純資産合計 2,743,728 2,788,097

負債純資産合計 3,532,330 4,762,354
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（２）連結損益計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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

売上高 3,934,766 5,950,375

売上原価 ※1  541,476 ※1  979,004

売上総利益 3,393,289 4,971,370

販売費及び一般管理費 ※2  3,095,912 ※2  4,566,853

営業利益 297,377 404,517

営業外収益   

受取利息 1,354 1,346

協賛金収入 2,259 4,471

受取手数料 450 －

貯蔵品売却益 － 2,356

その他 1,414 1,205

営業外収益合計 5,477 9,379

営業外費用   

支払利息 249 6,605

催事関連費 330 4,843

その他 503 207

営業外費用合計 1,083 11,655

経常利益 301,772 402,241

特別利益   

貸倒引当金戻入額 － 2,196

新株予約権戻入益 － 325

特別利益合計 － 2,522

特別損失   

固定資産除却損 ※3  173 ※3  6,951

減損損失 ※4  32,184 －

賃貸借契約解約損 4,076 6,392

リース解約損 － 1,357

特別損失合計 36,434 14,701

税金等調整前当期純利益 265,338 390,061

法人税、住民税及び事業税 154,217 195,006

法人税等調整額 △13,973 △1,563

法人税等合計 140,243 193,442

当期純利益 125,094 196,618
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（３）連結株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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

株主資本   

資本金   

前期末残高 459,634 459,634

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 459,634 459,634

資本剰余金   

前期末残高 336,409 336,409

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 336,409 336,409

利益剰余金   

前期末残高 1,929,067 1,946,138

当期変動額   

剰余金の配当 △108,024 △153,034

当期純利益 125,094 196,618

当期変動額合計 17,070 43,584

当期末残高 1,946,138 1,989,723

株主資本合計   

前期末残高 2,725,111 2,742,181

当期変動額   

剰余金の配当 △108,024 △153,034

当期純利益 125,094 196,618

当期変動額合計 17,070 43,584

当期末残高 2,742,181 2,785,766

評価・換算差額等   

為替換算調整勘定   

前期末残高 △136 △2,537

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,400 588

当期変動額合計 △2,400 588

当期末残高 △2,537 △1,949

評価・換算差額等合計   

前期末残高 △136 △2,537

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △2,400 588

当期変動額合計 △2,400 588

当期末残高 △2,537 △1,949
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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

新株予約権   

前期末残高 1,830 4,083

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,253 196

当期変動額合計 2,253 196

当期末残高 4,083 4,279

純資産合計   

前期末残高 2,726,805 2,743,728

当期変動額   

剰余金の配当 △108,024 △153,034

当期純利益 125,094 196,618

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） △147 784

当期変動額合計 16,922 44,369

当期末残高 2,743,728 2,788,097
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（４）連結キャッシュ・フロー計算書 

（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前当期純利益 265,338 390,061

減価償却費 15,122 36,697

固定資産除却損 173 6,951

減損損失 32,184 －

賃貸借契約解約損 4,076 6,392

貸倒引当金の増減額（△は減少） 10,810 12,082

受取利息 △1,354 △1,346

支払利息 249 6,605

営業未収入金の増減額（△は増加） △129,399 271,227

割賦売掛金の増減額（△は増加） － △1,109,914

営業貸付金の増減額（△は増加） 46,497 36,837

たな卸資産の増減額（△は増加） △8,014 △55,788

前払費用の増減額（△は増加） △10,994 23,534

未収入金の増減額（△は増加） 17,579 △73,367

営業未払金の増減額（△は減少） △9,671 10,641

未払金の増減額（△は減少） △91,871 7,426

前受金の増減額（△は減少） 22,527 81,774

営業預り金の増減額（△は減少） △58,941 △4,916

その他 △378 70,835

小計 103,932 △284,265

利息の受取額 1,354 1,346

利息の支払額 △208 △12,740

法人税等の支払額 △197,341 △272,145

営業活動によるキャッシュ・フロー △92,263 △567,804

投資活動によるキャッシュ・フロー   

定期預金の増減額（△は増加） △33 49,944

有形固定資産の取得による支出 △54,155 △248,139

敷金保証金の増加額 △62,431 △111,722

敷金保証金の減少額 23,647 36,529

子会社の清算による収入 17,514 －

その他 △1,414 △8,959

投資活動によるキャッシュ・フロー △76,872 △282,348

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入れによる収入 － 1,213,000

短期借入金の返済による支出 △30,000 △200,000

長期借入れによる収入 － 85,000

長期借入金の返済による支出 － △4,248

配当金の支払額 △107,682 △152,508

財務活動によるキャッシュ・フロー △137,682 941,243
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（単位：千円）

前連結会計年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年12月31日) 

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

現金及び現金同等物に係る換算差額 △2,400 588

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △309,220 91,679

現金及び現金同等物の期首残高 2,330,242 2,021,021

現金及び現金同等物の期末残高 ※1  2,021,021 ※1  2,112,701
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記
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連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項

項目 
前連結会計年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成20年12月31日） 

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

１．連結の範囲に関する事項 連結子会社の数 ４社 

連結子会社の名称 

   日本和装ホールセラーズ株式会社 

   日本和装クレジット株式会社 

   日本和装マーケティング株式会社 

   NIHONWASOU USA,INC. 

(1)連結子会社の数 ４社 

連結子会社の名称 

   日本和装ホールセラーズ株式会社 

   日本和装クレジット株式会社 

   日本和装マーケティング株式会社 

   NIHONWASOU USA,INC. 

   なお、従来、小規模であり、総資産、売

上高、当期純損益（持分に見合う額）及び

利益剰余金（持分に見合う額）等が、いず

れも連結財務諸表に重要な影響を及ぼして

いないとして非連結子会社としておりまし

た株式会社バイオメンターは、平成20年４

月30日付で解散し、同年９月12日付で清算

が結了いたしました。 

(2)非連結子会社の名称等 

   博多織物協同組合 

（連結の範囲から除いた理由） 

 非連結子会社は小規模であり、総資産、

売上高、当期純損益（持分に見合う額）及

び利益剰余金（持分に見合う額）等は、い

ずれも連結財務諸表に重要な影響を及ぼし

ていないためであります。  

  

２．持分法の適用に関する事

項 

持分法適用の関連会社数 

  該当事項はありません。 

(1)持分法適用の関連会社数 

  該当事項はありません。 

(2)持分法を適用しない非連結子会社の名

称等  

   なお、従来、当期純損益（持分に見合う

額）及び利益剰余金（持分に見合う額）等

からみて、持分法の対象から除いても連結

財務諸表に及ぼす影響が軽微であるため、

持分法の適用範囲から除外しておりました

株式会社バイオメンターは、平成20年４月

30日付で解散し、同年９月12日付で清算が

結了いたしました。 

   博多織物協同組合 

（持分法を適用しない理由） 

 持分法を適用しない非連結子会社は、当

期純損益（持分に見合う額）及び利益剰余

金（持分に見合う額）等からみて、持分法

の対象から除いても連結財務諸表に及ぼす

影響が軽微であるため、持分法の適用範囲

から除外しております。  

３．連結決算日の変更に関す

る事項  

 当社は、営業管理と損益管理の一体化を

図り業績予想の精度を高めるとともに、投

資者の判断にとって的確な情報を提供する

ことを目的に、平成20年11月21日開催の臨

時株主総会において、定款の一部変更を決

議し、決算期を４月30日から12月31日に変

更いたしました。これに伴い、連結決算日

を４月30日から12月31日に変更いたしまし

た。この結果、当連結会計年度は、平成20

年５月１日から平成20年12月31日までの8

ヵ月間となっております。 

 なお、当社の決算期変更に伴い、連結子

会社である日本和装ホールセラーズ株式会

社、日本和装クレジット株式会社及び日本

和装マーケティング株式会社は、決算期を

４月30日から12月31日に変更しておりま

す。 

  

―  
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成20年12月31日） 

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

４．連結子会社の事業年度等

に関する事項 

 すべての連結子会社の事業年度の末日

は、連結決算日と一致しております。 

 同左 

５．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 

 たな卸資産  

商品 

 個別法による原価法を採用しておりま

す。 

 たな卸資産  

 商品 

 個別法による原価法を採用しておりま

す。 

  貯蔵品 

終仕入原価法を採用しております。

  

 なお、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に

より算定しております。 

製品及び仕掛品 

移動平均法による原価法を採用してお

ります。 

原材料及び貯蔵品 

  終仕入原価法を採用しております。

   

  なお、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に

より算定しております。 

  （会計処理の変更） 

 当連結会計年度から「棚卸資産の評

価に関する会計基準」（企業会計基準

第９号 平成18年７月５日）を適用し

ております。これにより、従来の方法

に比べ、売上総利益及び営業利益は、

それぞれ2,030千円減少しております

が、経常利益及び税金等調整前当期純

利益に与える影響はありません。 
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項目 

前連結会計年度
（自 平成20年５月１日 
至 平成20年12月31日） 

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

(2）重要な減価償却資産の

減価償却の方法 

①有形固定資産 

 建物（附属設備を除く）については定額

法、その他の有形固定資産については定率

法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであり

ます。 

  建物    10～41年 

  その他   ２～８年 

①有形固定資産 

同左  

  ②無形固定資産 

 定額法を採用しております。なお、自社

利用のソフトウェアについては、社内にお

ける利用可能期間（5年）に基づいており

ます。 

②無形固定資産 

同左 

  ③長期前払費用 

定額法を採用しております。 

③長期前払費用 

同左 

(3）重要な引当金の計上基

準 

貸倒引当金  

 債権の貸倒れによる損失に備えるため、

一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定の債権については個別に

回収可能性を検討し、回収不能見込額を計

上しております。 

貸倒引当金 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成20年12月31日） 

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

(4）重要なリース取引の処

理方法 

― 

（会計処理の変更） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、従来、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し

たが、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号 平成19年３月30日

改正）及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16

号 平成19年３月30日改正）が適用された

ことに伴い、当連結会計年度からこれらの

会計基準等を適用し、通常の売買取引に係

る方法に準じた会計処理によっておりま

す。 

 これにより損益に与える影響はありませ

ん。 

 なお、リース取引開始日が平成20年４月

30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。 

― 

(5）その他連結財務諸表作

成のための重要な事項

①売上高の計上基準  

 売上高のうち、当社の手数料売上高は、

各契約企業と締結した販売業務委託契約に

基づき、当社の受託業務が完了した日に計

上しております。 

①売上高の計上基準 

同左 

  

  

  

②従業員の退職金制度について 

 当社及び国内連結子会社の従業員の退職

金制度については、財団法人東法連特定退

職金共済会の特定退職金共済制度に加入し

ており、従業員の将来の退職給付について

追加的な負担が生じないため、当該制度に

基づく要拠出額をもって費用処理しており

ます。 

 また、在外連結子会社については、従業

員の退職金制度を設けておりません。 

②従業員の退職金制度について  

同左 

  ③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。 

③消費税等の会計処理 

同左 
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項目 
前連結会計年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成20年12月31日） 

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

６．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につい

ては、全面時価評価法を採用しておりま

す。 

同左 

７．連結キャッシュ・フロー

計算書における資金の範

囲 

 手許現金、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ヵ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。 

同左 
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表示方法の変更

前連結会計年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成20年12月31日） 

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

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）  

 前連結会計年度において営業活動によるキャッシュ・フ

ローの「その他」に含めて表示しておりました「未払金の

増減額（△は減少）」は、重要性が増したため、当連結会

計年度から区分掲記することといたしました。 

 なお、前連結会計年度において、営業活動によるキャッ

シュ・フローの「その他」に含めておりました「未払金の

増減額（△は減少）」は36,920千円であります。   

  

―  

注記事項

（連結貸借対照表関係）

前連結会計年度 
（平成20年12月31日） 

当連結会計年度 
（平成21年12月31日） 

 ※１．たな卸資産の内訳は次のとおりであります。 

商品 千円4,495

貯蔵品 千円16,025

計 千円20,520

 ※１．たな卸資産の内訳は次のとおりであります。 

商品及び製品 千円58,958

仕掛品 千円5,953

材料及び貯蔵品 千円11,397

計 千円76,309

― ※２．非連結子会社に対する出資金の額は100千円であり

ます。 

― ※３．担保に供している資産   

 上記資産は、短期借入金（１年内返済予定の長期借入

金を含む）29,992千円及び長期借入金63,760千円の担保

に供しております。  

建物 千円7,081

土地 千円62,737

その他 千円700

計 千円70,518
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（連結損益計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成20年12月31日） 

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

※１．たな卸資産に係る収益性の低下に基づく簿価切下額

2,030千円は売上原価に含めて計上しております。 

※１．たな卸資産に係る収益性の低下に基づく簿価切下額

 2,216千円は売上原価に含めて計上しております。 

※２．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。 

※２．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。 

 広告宣伝費 千円803,899

 支払手数料 千円484,179

 給与手当 千円589,606

 支払講師料 千円248,839

 地代家賃 千円366,789

 広告宣伝費 千円1,163,857

 支払手数料 千円545,395

 給与手当 千円874,813

 支払講師料 千円427,425

 地代家賃 千円593,967

※３．固定資産除却損は、建物の除却損であります。 ※３．固定資産除却損は、建物等の除却損であります。 

※４．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ました。 

  

―  

  
場所 用途 種類

当社青森局 
（青森県青森市） 

営業施設 建物他

当社秋田局  
（秋田県秋田市） 

営業施設 建物他

当社岩手局  
（岩手県盛岡市） 

営業施設 建物他

当社甲府局  
（山梨県甲府市） 

営業施設 建物他

当社信州局  
（長野県長野市） 

営業施設 建物他

当社高知局  
（高知県高知市） 

営業施設 建物他

当社愛媛局  
（愛媛県松山市） 

営業施設 建物他

  

   当社グループは、事業所を基準とした資産のグルー

ピングを行い減損損失の認識の判定をしております。

 事業所の統廃合に伴い、事業の用に供さなくなるこ

とが見込まれた上記の資産について帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（32,184千

円）として特別損失に計上しております。また、その

内訳は、建物6,740千円、器具及び備品150千円、リー

ス資産6,367千円、敷金18,925千円であります。 

 なお、回収可能価額については、売却等が困難なた

め、返還見込敷金等を除き零円で評価しております。
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前連結会計年度（自 平成20年５月１日 至 平成20年12月31日） 

１．発行済株式の種類及び総数並びに自己株式の種類及び株式数に関する事項 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
  

   

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  

（連結株主資本等変動計算書関係）

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                        

普通株式  90,020  －  －  90,020

合計  90,020  －  －  90,020

自己株式                        

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

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（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） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
 － － － － － 4,083 

 合計  － － － － － 4,083 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成20年７月29日 

定時株主総会 
普通株式  108,024  1,200 平成20年４月30日 平成20年7月30日 

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年3月27日 

定時株主総会 
普通株式  108,024  利益剰余金  1,200 平成20年12月31日 平成21年3月30日 
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当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

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 

  

２．新株予約権及び自己新株予約権に関する事項 
  

   

３．配当に関する事項 

(1）配当金支払額 

(2）基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度となるもの 

  次のとおり、決議を予定しております。  

  

  
前連結会計年度末
株式数（株） 

当連結会計年度増
加株式数（株） 

当連結会計年度減
少株式数（株） 

当連結会計年度末
株式数（株） 

発行済株式                        

普通株式  90,020  －  －  90,020

合計  90,020  －  －  90,020

自己株式                        

普通株式  －  －  －  －

合計  －  －  －  －

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（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） 

ストック・オプションとして

の新株予約権 
 －  －  －  －  － 4,279  

 合計  －  －  －  －  － 4,279  

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

１株当たり配当
額（円） 

基準日 効力発生日

平成21年３月27日 

定時株主総会 
普通株式  108,024  1,200 平成20年12月31日 平成21年３月30日

平成21年７月31日 

取締役会 
普通株式  45,010  500 平成21年６月30日 平成21年９月25日

  
（決議） 

株式の種類 
配当金の総額
（千円） 

配当の原資
１株当たり配
当額（円） 

基準日 効力発生日

平成22年3月26日 

定時株主総会 
普通株式  90,020  利益剰余金  1,000 平成21年12月31日 平成22年３月29日

（連結キャッシュ・フロー計算書関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成20年12月31日） 

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

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

 掲記されている科目の金額との関係 

※１．現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に

 掲記されている科目の金額との関係 

（平成20年12月31日現在） （平成21年12月31日現在）

現金及び預金勘定 千円2,199,236

預入期間が３ヵ月を超える

定期預金 
千円△178,214

現金及び現金同等物 千円2,021,021

現金及び預金勘定 千円2,240,971

預入期間が３ヵ月を超える

定期預金 
千円△128,270

現金及び現金同等物 千円2,112,701
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（リース取引関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成20年12月31日） 

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

１．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 

   当社及び国内連結子会社は、リース取引開始日が平

成20年４月30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。 

   当社及び国内連結子会社は、リース取引開始日が平

成20年４月30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。 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(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 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 

（千円） 

減損損失
累計額相
当額  

（千円） 

期末残高
相当額 
(千円） 

建物附属
設備 
（建物） 

 418  255  －  162

その他  62,944  32,588  6,367  23,987

無形固定
資産  41,269  14,568  －  26,701

合計  104,631  47,412  6,367  50,851

  
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 

（千円） 

期末残高
相当額 
(千円） 

建物附属
設備 
（建物） 

 418  394  23

その他  40,333  28,377  11,956

無形固定
資産  37,269  18,950  18,319

合計  78,021  47,722  30,299

(2）未経過リース料期末残高相当額等 (2）未経過リース料期末残高相当額 

未経過リース料期末残高相当額 未経過リース料期末残高相当額 

１年内 千円 23,462

１年超 千円 35,026

合計 千円 58,488

リース資産減損勘定の残高 千円6,367

１年内 千円 16,151

１年超 千円 14,741

合計 千円 30,892

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び支払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 千円 22,130

リース資産減損勘定の取崩額  －

減価償却費相当額 千円 20,429

支払利息相当額 千円 1,652

減損損失 千円6,367

支払リース料 千円 23,009

リース資産減損勘定の取崩額 千円 6,367

減価償却費相当額 千円 21,527

支払利息相当額 千円 1,384

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

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 

１年内 千円 1,531

１年超 千円 2,041

合計 千円 3,572

１年内 千円 1,813

１年超 千円 1,155

合計 千円 2,968

 ― （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。  
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   前連結会計年度（自 平成20年５月１日 至 平成20年12月31日） 

    該当事項はありません。 

  

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

    該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成20年５月１日 至 平成20年12月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

 当社グループは、デリバティブ取引を全く行っておりませんので、該当事項はありません。 

前連結会計年度（自 平成20年５月１日 至 平成20年12月31日） 

 当社グループのうち、当社及び国内連結子会社３社に係る従業員の退職金制度については、財団法人東法連特定

退職金共済会の特定退職金共済制度に加入しており、費用認識した拠出額は5,480千円であります。また、在外連

結子会社１社は、従業員の退職金制度を設けておりません。 

当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

 当社グループのうち、当社及び国内連結子会社3社に係る従業員の退職金制度については、財団法人東法連特定

退職金共済会の特定退職金共済制度に加入しており、費用認識した拠出額は8,310千円であります。また、在外連

結子会社1社は、従業員の退職金制度を設けておりません。 

（有価証券関係）

（デリバティブ取引関係）

（退職給付関係）
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前連結会計年度（自 平成20年５月１日 至 平成20年12月31日） 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

  販売費及び一般管理費   2,253千円 

２．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

   （注）株式数に換算して記載しております。 

   （注）株式数に換算して記載しております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

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

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

（ストック・オプション等関係）

  平成19年ストック・オプション（第３回新株予約権） 

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員、当社子会社の取締役及び従業員、並びに当社の取引先 491名 

株式の種類別のストック・オプ

ションの付与数（注） 
普通株式 2,894株 

付与日 平成19年8月11日 

権利確定条件 

新株予約権者は、権利行使時においても当社もしくは当社子会社の取締役、監査

役もしくは従業員又は取引先、取引先の取締役もしくは従業員の地位にあること

を要するものとする。 

対象勤務期間 自 平成19年8月11日  至 平成21年1月31日  

権利行使期間 自 平成21年2月１日  至 平成22年1月31日  

  平成19年ストック・オプション（第４回新株予約権） 

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員 14名  当社子会社の取締役 ２名 

株式の種類別のストック・オプ

ションの付与数（注） 
普通株式 320株 

付与日 平成20年7月11日 

権利確定条件 

新株予約権者は、権利行使時においても当社もしくは当社子会社の取締役、監査

役もしくは従業員又は取引先、取引先の取締役もしくは従業員の地位にあること

を要するものとする。 

対象勤務期間 自 平成20年7月11日  至 平成21年1月31日  

権利行使期間 自 平成21年2月１日  至 平成22年1月31日  

  
平成19年ストック・オプション

（第３回新株予約権） 
平成19年ストック・オプション

（第４回新株予約権） 

 権利確定前      （株）            

  前連結会計年度末  2,700  －

  付与  －  320

  失効  233  －

  権利確定  －  －

  未確定残  2,467  320

 権利確定後      （株）            

  前連結会計年度末  －  －

  権利確定  －  －

  権利行使  －  －

  失効  －  －

  未行使残  －  －
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② 単価情報 

３．ストック・オプションの公正な評価単価の見積方法 

 当連結会計年度において付与された平成19年ストック・オプションについての公正な評価単価の見積方法は以

下のとおりであります。 

    ① 使用した評価技法     モンテカルロ・シミュレーション 

    ② 主な基礎数値及び見積方法 

（注）１．平成19年6月1日から平成20年6月30日までの月次株価実績に基づき算定しております。 

２．十分なデータの蓄積がなく、合理的な見積りが困難であるため、権利行使が一様に分散的になされる

ものとし、権利行使期間の中間点において行使されるものと推定して見積もっております。 

３．平成20年4月期の配当実績によっております。 

４．予想残存期間に対応する期間に対応する日本国債の利回りであります。 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。 

    
平成19年ストック・オプション

（第３回新株予約権） 
平成19年ストック・オプション

（第４回新株予約権）  

権利行使価格 （円）  51,403  30,459

行使時平均株価 （円）  －  －

公正な評価単価（付与日） （円）  1,356  3,960

  平成19年ストック・オプション （第４回新株予約権）

 株価変動性  （注）１． 49.71% 

 予想残存期間 （注）２． 1.06年 

 見積配当率  （注）３． 1,700円／株 

 無リスク利子率（注）４．  0.69% 

－28－

日本和装ホールディングス（株）　（2499）　平成21年12月期決算短信



当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

１．ストック・オプションに係る当連結会計年度における費用計上額及び科目名 

  販売費及び一般管理費    521千円 

２．権利不行使による失効により利益として計上した金額 

  新株予約権戻入益      325千円 

３．ストック・オプションの内容、規模及びその変動状況 

(1）ストック・オプションの内容 

   （注）株式数に換算して記載しております。 

   （注）株式数に換算して記載しております。 

(2）ストック・オプションの規模及びその変動状況 

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

は、株式数に換算して記載しております。 

① ストック・オプションの数 

  

  平成19年ストック・オプション（第３回新株予約権） 

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員、当社子会社の取締役及び従業員、並びに当社の取引先 491名 

株式の種類別のストック・オプ

ションの付与数（注） 
普通株式 2,894株 

付与日 平成19年8月11日 

権利確定条件 

新株予約権者は、権利行使時においても当社もしくは当社子会社の取締役、監査

役もしくは従業員又は取引先、取引先の取締役もしくは従業員の地位にあること

を要するものとする。 

対象勤務期間 自 平成19年8月11日  至 平成21年1月31日  

権利行使期間 自 平成21年2月１日  至 平成22年1月31日  

  平成19年ストック・オプション（第４回新株予約権） 

付与対象者の区分及び人数 当社の従業員 14名  当社子会社の取締役 ２名 

株式の種類別のストック・オプ

ションの付与数（注） 
普通株式 320株 

付与日 平成20年7月11日 

権利確定条件 

新株予約権者は、権利行使時においても当社もしくは当社子会社の取締役、監査

役もしくは従業員又は取引先、取引先の取締役もしくは従業員の地位にあること

を要するものとする。 

対象勤務期間 自 平成20年7月11日  至 平成21年1月31日  

権利行使期間 自 平成21年2月１日  至 平成22年1月31日  

  
平成19年ストック・オプション

（第３回新株予約権） 
平成19年ストック・オプション

（第４回新株予約権） 

 権利確定前      （株）            

  前連結会計年度末  2,467  320

  付与  －  －

  失効  5  －

  権利確定  2,462  320

  未確定残  －  －

 権利確定後      （株）            

  前連結会計年度末  －  －

  権利確定  2,462  320

  権利行使  －  －

  失効  65  60

  未行使残  2,397  260
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② 単価情報 

４．ストック・オプションの権利確定数の見積方法 

 基本的には、将来の失効数の合理的な見積りは困難であるため、実績の失効数のみ反映させる方法を採用し

ております。 

    
平成19年ストック・オプション

（第３回新株予約権） 
平成19年ストック・オプション

（第４回新株予約権）  

権利行使価格 （円）  51,403  30,459

行使時平均株価 （円）  －  －

公正な評価単価（付与日） （円）  1,356  3,960
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   前連結会計年度（自 平成20年５月１日  至 平成20年12月31日） 

    該当事項はありません。 

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

    該当事項はありません。 

（税効果会計関係）

前連結会計年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成20年12月31日） 

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

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

税務上の繰越欠損金 千円58,200

未払事業税 千円11,312

減損損失 千円13,095

その他 千円14,674

繰延税金資産小計 千円97,282

評価性引当額 千円△58,200

繰延税金資産合計 千円39,082

税務上の繰越欠損金 千円73,694

未払事業税 千円6,364

連結会社間内部利益消去 千円19,528

その他 千円14,751

繰延税金資産小計 千円114,340

評価性引当額 千円△73,694

繰延税金資産合計 千円40,645

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 ％40.7

（調整） 

評価性引当額の増減額 ％9.1

交際費等永久に損金に算入されない

項目 

％2.1

住民税均等割 ％2.5

その他 ％△1.5

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
％52.9

法定実効税率 ％40.7

（調整） 

評価性引当額の増減額 ％4.0

交際費等永久に損金に算入されない

項目 

％1.7

住民税均等割 ％2.1

その他 ％1.1

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
％49.6

（企業結合等関係）
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前連結会計年度（自 平成20年５月１日 至 平成20年12月31日） 

      全セグメントの売上高の合計、営業損益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占めるきもの関連事業の

     割合が、いずれも90%を超えているため、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（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

      全セグメントの売上高の合計、営業損益及び全セグメントの資産の金額の合計額に占めるきもの関連事業の

     割合が、いずれも90%を超えているため、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20年５月１日 至 平成20年12月31日） 

      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日本の割合が、いずれも90%

を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

      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日本の割合が、いずれも90%

を超えているため、所在地別セグメント情報の記載を省略しております。 

前連結会計年度（自 平成20年５月１日 至 平成20年12月31日） 

      海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

      海外売上高は、連結売上高の10%未満であるため、海外売上高の記載を省略しております。 

 前連結会計年度（自 平成20年５月１日 至 平成20年12月31日） 

      該当事項はありません。 

 当連結会計年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

      該当事項はありません。 

 （重要な後発事象） 

   該当事項はありません。 

（セグメント情報）

ａ．事業の種類別セグメント情報

ｂ．所在地別セグメント情報

ｃ．海外売上高

（関連当事者情報）
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 （注）１．１株当たり当期純利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。 

   ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 
  

（１株当たり情報）

前連結会計年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成20年12月31日） 

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

１株当たり純資産額 円 銭30,433 73

１株当たり当期純利益金額 円 銭1,389 63

１株当たり純資産額 円 銭30,924 44

１株当たり当期純利益金額 円 銭2,184 17

 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、希薄化効果を有している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金額につい

ては、希薄化効果を有している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20年５月１日 
至 平成20年12月31日） 

当連結会計年度
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額            

 当期純利益（千円）  125,094  196,618

 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）  125,094  196,618

 期中平均株式数（株）  90,020  90,020

             

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）  －  －

 普通株式増加数（株）  －  －

  （うち新株予約権）  －  －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 第３回新株予約権（新株予約権

の数2,467個）及び第４回新株予約

権（新株予約権の数320個）。 

なお、当該新株予約権の概要は、

注記事項（ストック・オプション

等関係）に記載のとおりでありま

す。 

 第３回新株予約権（新株予約権

の数2,397個）及び第４回新株予約

権（新株予約権の数260個）。 

なお、当該新株予約権の概要は、

注記事項（ストック・オプション

等関係）に記載のとおりでありま

す。 

  
前連結会計年度末

  （平成20年12月31日） 
当連結会計年度末

  （平成21年12月31日） 

 純資産の部の合計額（千円） 2,743,728   2,788,097 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
4,083   4,279 

（うち新株予約権） （4,083） （4,279)  

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 2,739,644  2,783,817 

 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（株） 
90,020   90,020 
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５．個別財務諸表 
（１）貸借対照表 

（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 2,156,097 2,102,086

営業未収入金 525,122 ※1  332,546

貯蔵品 16,018 7,099

前払費用 154,041 136,327

繰延税金資産 36,710 18,745

関係会社短期貸付金 70,000 1,030,000

未収入金 77,546 90,189

その他 1,685 4,091

貸倒引当金 △3,491 △1,154

流動資産合計 3,033,732 3,719,932

固定資産   

有形固定資産   

建物 75,081 229,441

減価償却累計額 △23,969 △36,870

建物（純額） 51,112 192,571

車両運搬具 15,366 14,565

減価償却累計額 △3,798 △7,844

車両運搬具（純額） 11,567 6,721

工具、器具及び備品 35,833 41,101

減価償却累計額 △18,510 △25,096

工具、器具及び備品（純額） 17,323 16,005

土地 22,166 22,166

有形固定資産合計 102,169 237,464

無形固定資産   

商標権 406 262

ソフトウエア 1,334 9,124

電話加入権 331 331

無形固定資産合計 2,072 9,718

投資その他の資産   

関係会社株式 170,265 140,265

関係会社長期貸付金 － 30,000

長期前払費用 560 551

繰延税金資産 2,371 51,199

敷金及び保証金 340,434 409,798

関係会社長期未収入金 － 74,323

貸倒引当金 － △70,000

投資その他の資産合計 513,631 636,138

固定資産合計 617,874 883,321
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（単位：千円）

前事業年度 
(平成20年12月31日) 

当事業年度 
(平成21年12月31日) 

資産合計 3,651,606 4,603,253

負債の部   

流動負債   

営業未払金 65,479 63,823

短期借入金 － 1,000,000

未払金 101,379 105,810

未払費用 70,978 69,105

未払法人税等 152,106 77,107

未払消費税等 10,805 8,462

前受金 285,097 280,068

営業預り金 28,544 23,628

預り金 22,932 30,250

その他 6,367 －

流動負債合計 743,692 1,658,256

固定負債   

預り敷金 5,250 5,250

預り営業保証金 18,000 12,000

固定負債合計 23,250 17,250

負債合計 766,942 1,675,506

純資産の部   

株主資本   

資本金 459,634 459,634

資本剰余金   

資本準備金 336,409 336,409

資本剰余金合計 336,409 336,409

利益剰余金   

利益準備金 3,114 3,114

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金 2,081,421 2,124,309

利益剰余金合計 2,084,535 2,127,423

株主資本合計 2,880,579 2,923,467

新株予約権 4,083 4,279

純資産合計 2,884,663 2,927,747

負債純資産合計 3,651,606 4,603,253
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（２）損益計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

売上高   

手数料売上高 2,900,375 4,216,487

加工料売上高 792,194 1,311,297

小物売上高 92,814 125,782

その他の売上高 2,725 511

売上高合計 3,788,110 5,654,078

売上原価   

加工仕入高 450,658 776,245

小物仕入高 45,735 64,194

貯蔵品評価損 2,030 2,216

売上原価合計 498,424 842,656

売上総利益 3,289,686 4,811,422

販売費及び一般管理費   

広告宣伝費 790,393 1,157,206

支払手数料 486,146 578,768

貸倒引当金繰入額 3,441 －

運賃 35,042 59,388

役員報酬 85,557 150,321

給与手当 548,417 804,982

法定福利費 66,310 101,601

福利厚生費 8,750 12,729

支払講師料 246,913 419,934

地代家賃 342,172 546,442

旅費及び交通費 65,867 98,017

通信費 51,485 76,521

備品消耗品費 35,317 73,828

減価償却費 13,273 34,278

賃借料 30,021 36,233

租税公課 14,811 18,967

その他 117,912 156,337

販売費及び一般管理費合計 2,941,835 4,325,557

営業利益 347,850 485,865

営業外収益   

受取利息 ※1  2,699 ※1  7,878

協賛金収入 2,259 4,471

受取手数料 ※1  2,050 ※1  550

貯蔵品売却益 － 2,356

その他 1,332 875

営業外収益合計 8,341 16,131
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

営業外費用   

支払利息 249 6,142

催事関連費 330 4,843

その他 491 207

営業外費用合計 1,071 11,193

経常利益 355,121 490,803

特別利益   

新株予約権戻入益 － 325

特別利益合計 － 325

特別損失   

固定資産除却損 ※2  173 ※2  6,912

減損損失 ※3  32,184 －

関係会社株式評価損 － 50,000

貸倒引当金繰入額 － ※4  67,803

賃貸借契約解約損 4,076 6,392

リース解約損 － 1,357

特別損失合計 36,434 132,465

税引前当期純利益 318,686 358,663

法人税、住民税及び事業税 153,564 193,604

法人税等調整額 △13,973 △30,862

法人税等合計 139,590 162,741

当期純利益 179,096 195,921
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（３）株主資本等変動計算書 

（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

株主資本   

資本金   

前期末残高 459,634 459,634

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 459,634 459,634

資本剰余金   

資本準備金   

前期末残高 336,409 336,409

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 336,409 336,409

資本剰余金合計   

前期末残高 336,409 336,409

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 336,409 336,409

利益剰余金   

利益準備金   

前期末残高 3,114 3,114

当期変動額   

当期変動額合計 － －

当期末残高 3,114 3,114

その他利益剰余金   

繰越利益剰余金   

前期末残高 2,010,349 2,081,421

当期変動額   

剰余金の配当 △108,024 △153,034

当期純利益 179,096 195,921

当期変動額合計 71,072 42,887

当期末残高 2,081,421 2,124,309

利益剰余金合計   

前期末残高 2,013,463 2,084,535

当期変動額   

剰余金の配当 △108,024 △153,034

当期純利益 179,096 195,921

当期変動額合計 71,072 42,887

当期末残高 2,084,535 2,127,423

株主資本合計   

前期末残高 2,809,507 2,880,579
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（単位：千円）

前事業年度 
(自 平成20年５月１日 
 至 平成20年12月31日) 

当事業年度 
(自 平成21年１月１日 
 至 平成21年12月31日) 

当期変動額   

剰余金の配当 △108,024 △153,034

当期純利益 179,096 195,921

当期変動額合計 71,072 42,887

当期末残高 2,880,579 2,923,467

新株予約権   

前期末残高 1,830 4,083

当期変動額   

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,253 196

当期変動額合計 2,253 196

当期末残高 4,083 4,279

純資産合計   

前期末残高 2,811,337 2,884,663

当期変動額   

剰余金の配当 △108,024 △153,034

当期純利益 179,096 195,921

株主資本以外の項目の当期変動額（純額） 2,253 196

当期変動額合計 73,325 43,083

当期末残高 2,884,663 2,927,747
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 該当事項はありません。 

  

継続企業の前提に関する注記
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重要な会計方針

項目 
前事業年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１．有価証券の評価基準及び

評価方法 

子会社株式 

 移動平均法による原価法を採用しており

ます。 

子会社株式 

同左 

２．たな卸資産の評価基準及

び評価方法 

貯蔵品 

終仕入原価法を採用しております。 

  

 なお、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により

算定しております。 

貯蔵品 

終仕入原価法を採用しております。 

  

 なお、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により

算定しております。 

（会計処理の変更） 

 当事業年度から「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準第９号 平成

18年７月５日）を適用しております。これ

により、従来の方法に比べ、売上総利益及

び営業利益は、それぞれ2,030千円減少し

ておりますが、経常利益及び税引前当期純

利益に与える影響はありません。 

３．固定資産の減価償却の方

法 

(1）有形固定資産 

 建物（附属設備を除く）については定

額法、その他の有形固定資産については

定率法を採用しております。 

 なお、主な耐用年数は次のとおりであ

ります。 

(1）有形固定資産 

同左 

  建物         10～41年  

車両運搬具      ２～６年 

工具、器具及び備品  ２～８年 

  (2）無形固定資産 

 定額法を採用しております。なお、自

社利用のソフトウェアについては、社内

における利用可能期間（5年）に基づい

ております。 

(2）無形固定資産 

同左 

  (3）長期前払費用 

 定額法を採用しております。 

(3）長期前払費用 

同左 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

４．引当金の計上基準 

  

貸倒引当金 

 債権の貸倒れによる損失に備えるた

め、一般債権については貸倒実績率によ

り、貸倒懸念債権等特定の債権について

は個別に回収可能性を検討し、回収不能

見込額を計上しております。 

貸倒引当金 

同左 

      

５．リース取引の処理方法 ― ―  

（会計処理の変更） 

 所有権移転外ファイナンス・リース取引

については、従来、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し

たが、「リース取引に関する会計基準」

（企業会計基準第13号 平成19年３月30日

改正）及び「リース取引に関する会計基準

の適用指針」（企業会計基準適用指針第16

号 平成19年３月30日改正）が適用された

ことに伴い、当事業年度からこれらの会計

基準等を適用し、通常の売買取引に係る方

法に準じた会計処理によっております。 

 これにより損益に与える影響はありませ

ん。 

 なお、リース取引開始日が平成20年４月

30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。 
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項目 
前事業年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

６．その他財務諸表作成のた

めの基本となる重要な事

項 

(1）売上高の計上基準 

 手数料売上高は、各契約企業と締結し

た販売業務委託契約に基づき、当社の受

託業務が完了した日に計上しておりま

す。 

(1）売上高の計上基準 

同左 

  (2）従業員の退職金制度について 

 従業員の退職金制度については、財団

法人東法連特定退職金共済会の特定退職

金共済制度に加入しており、従業員の将

来の退職給付について追加的な負担が生

じないため、当該制度に基づく要拠出額

をもって費用処理しております。 

(2）従業員の退職金制度について 

同左 

  (3）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。 

(3）消費税等の会計処理 

同左 

注記事項

（貸借対照表関係）

前事業年度 
（平成20年12月31日） 

当事業年度 
（平成21年12月31日） 

 ― ※１．関係会社に対する債権が次のとおり含まれておりま

す。 

  

  

営業未収入金 75,304千円

―  ２．債務保証 

     次の関係会社の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）

日本和装ホールセラーズ株式会社 93,752 
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前事業年度（自 平成20年５月１日 至 平成20年12月31日） 

該当事項はありません。 

当事業年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

該当事項はありません。 

（損益計算書関係）

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

※１．関係会社との取引に係るものが次のとおり含まれて

おります。 

受取利息  千円1,927

受取手数料  千円2,050

受取利息  千円7,043

受取手数料  千円550

※２．固定資産除却損は、建物の除却損であります。 ※２．固定資産除却損は、建物等の除却損であります。 

※３．減損損失 

 当事業年度において、当社は以下の資産グループに

ついて減損損失を計上しました。 

  

― 

場所 用途 種類

青森局 
（青森県青森市） 

営業施設 建物他

秋田局  
（秋田県秋田市） 

営業施設 建物他

岩手局  
（岩手県盛岡市） 

営業施設 建物他

甲府局  
（山梨県甲府市） 

営業施設 建物他

信州局  
（長野県長野市） 

営業施設 建物他

高知局  
（高知県高知市） 

営業施設 建物他

愛媛局  
（愛媛県松山市） 

営業施設 建物他

  

 当社は、事業所を基準とした資産のグルーピングを

行い減損損失の認識の判定をしております。 

 事業所の統廃合に伴い、事業の用に供さなくなるこ

とが見込まれた上記の資産について帳簿価額を回収可

能価額まで減額し、当該減少額を減損損失（32,184千

円）として特別損失に計上しております。また、その

内訳は、建物6,740千円、器具及び備品150千円、リー

ス資産6,367千円、敷金18,925千円であります。 

 なお、回収可能価額については、売却等が困難なた

め、返還見込敷金等を除き零円で評価しております。

  

 ― 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

※４．主に関係会社に係るものであります。  

（株主資本等変動計算書関係）
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（リース取引関係）

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１．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 

 当社は、リース取引開始日が平成20年４月30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。 

 当社は、リース取引開始日が平成20年４月30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。 

(1）リース物件の取得価額相当額、減価償却累計額相当

額、減損損失累計額相当額及び期末残高相当額 

(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 

  
取得価額
相当額 
（千円） 

減価償却
累計額相
当額 

（千円） 

減損損失
累計額相
当額  

（千円） 

期末残高
相当額 
(千円） 

建物附属
設備 
（建物） 

 418  255  －  162

工具、器
具及び備
品 

 51,622  29,837  6,367  15,417

ソフトウ
ェア  32,689  13,281  －  19,408

合計  84,729  43,374  6,367  34,988

  
取得価額
相当額 
（千円）

減価償却
累計額相
当額 

（千円） 

期末残高
相当額 
(千円） 

建物附属
設備 
（建物） 

 418  394  23

工具、器
具及び備
品 

 29,011  22,336  6,675

ソフトウ
ェア  28,689  15,947  12,742

合計  58,119  38,678  19,440

(2）未経過リース料期末残高相当額等 

未経過リース料期末残高相当額 

(2）未経過リース料期末残高相当額 

未経過リース料期末残高相当額 

１年内 千円 18,556

１年超 千円 23,865

合計 千円 42,422

リース資産減損勘定の残高  千円6,367

１年内 千円 11,071

１年超 千円 8,660

合計 千円 19,731

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び支払利息相当額及び減損損失 

(3）支払リース料、リース資産減損勘定の取崩額、減価

償却費相当額及び支払利息相当額 

支払リース料 千円 18,257

リース資産減損勘定の取崩額  －

減価償却費相当額 千円 17,092

支払利息相当額 千円 1,226

減損損失 千円6,367

支払リース料 千円 17,661

リース資産減損勘定の取崩額 千円 6,367

減価償却費相当額 千円 16,521

支払利息相当額 千円 942

(4）減価償却費相当額の算定方法 

 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定

額法によっております。 

(4）減価償却費相当額の算定方法 

同左 

(5）利息相当額の算定方法 

 リース料総額とリース物件の取得価額相当額との差

額を利息相当額とし、各期への配分方法については、

利息法によっております。 

(5）利息相当額の算定方法 

同左 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

２．オペレーティング・リース取引 

未経過リース料 

１年内 千円 1,531

１年超 千円 2,041

合計 千円 3,572

１年内 千円 1,813

１年超 千円 1,155

合計 千円 2,968

―  （減損損失について） 

 リース資産に配分された減損損失はありません。  
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前事業年度（平成20年12月31日） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

当事業年度（平成21年12月31日） 

 子会社株式で時価のあるものはありません。 

前事業年度（自 平成20年５月１日 至 平成20年12月31日） 

     該当事項はありません。 

  

当事業年度（自 平成21年１月１日 至 平成21年12月31日） 

     該当事項はありません。 

  

（有価証券関係）

（税効果会計関係）

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 １．繰延税金資産の発生の主な原因別の内訳 

未払事業税 千円11,312

減損損失 千円13,095

その他 千円14,674

合計 千円39,082

未払事業税 千円6,364

関係会社株式評価損 千円20,345

貸倒引当金 千円28,952

その他 千円14,282

合計 千円69,944

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 ％40.7

（調整） 

交際費等永久に損金に算入されない

項目 
％1.8

住民税均等割 ％1.9

その他 ％△0.6

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
％43.8

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 
％1.8

住民税均等割 ％2.0

その他 ％0.9

税効果会計適用後の法人税等の負担

率 
％45.4

（企業結合等関係）
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（注）１．１株当たり当期純利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。 

  ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

（１株当たり情報）

前事業年度 
（自 平成20年５月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり純資産額 円 銭31,999 33

１株当たり当期純利益金額 円 銭1,989 52

１株当たり純資産額 円 銭32,475 75

１株当たり当期純利益金額 円 銭2,176 42

 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、希薄化効果を有している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金額につい

ては、希薄化効果を有している潜在株式が存在しないた

め、記載しておりません。 

  
前事業年度

（自 平成20年５月１日 
至 平成20年12月31日） 

当事業年度 
（自 平成21年１月１日 
至 平成21年12月31日） 

１株当たり当期純利益金額            

当期純利益（千円）  179,096  195,921

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）  179,096  195,921

期中平均株式数（株）  90,020  90,020

             

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）  －  －

普通株式増加数（株）  －  －

 （うち新株予約権）   －  －

希薄化効果を有しないため、潜在株式調整後

１株当たり当期純利益金額の算定に含めなか

った潜在株式の概要 

 第３回新株予約権（新株予約権

の数2,467個）及び第４回新株予約

権（新株予約権の数320個）。 

なお、当該新株予約権の概要は、

注記事項（ストック・オプション

等関係）に記載のとおりでありま

す。 

 第３回新株予約権（新株予約権

の数2,397個）及び第４回新株予約

権（新株予約権の数260個）。 

なお、当該新株予約権の概要は、

注記事項（ストック・オプション

等関係）に記載のとおりでありま

す。 

  
前事業年度末

 （平成20年12月31日） 
当事業年度末

 （平成21年12月31日） 

 純資産の部の合計額（千円）  2,884,663 2,927,747 

純資産の部の合計額から控除する金額 

（千円） 
4,083  4,279 

（うち新株予約権） （4,083） （4,279) 

普通株式に係る期末の純資産額（千円） 2,880,579 2,923,467 

 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（株） 
90,020  90,020 
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(1）役員の異動 

開示内容が定まった時点で開示いたします。 

(2）その他 

   該当事項はありません。 

  

６．その他
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