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第１ 【企業の概況】 

１ 【主要な経営指標等の推移】 

(1) 連結経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の平均雇用人員であります。 

３ 第６期中及び第５期の潜在株式調整後１株当たり中間（当期）純利益については、新株予約権の残高はあり

ますが、当社の株式は非上場であり、かつ店頭登録もしていないため、期中平均株価が把握できませんので

記載しておりません。第６期の潜在株式調整後１株当たり当期純利益については、潜在株式は存在します

が、１株当たり当期純損失であるため、記載しておりません。第７期中の潜在株式調整後１株当たり中間純

利益については、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。 

４ 第６期中より中間連結財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

  

第一部 【企業情報】

回次 第６期中 第７期中 第５期 第６期

会計期間

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成15年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

売上高 (千円) 1,791,077 1,973,011 4,111,417 3,695,836

経常利益又は経常損失(△) (千円) 3 40,126 29,395 △ 36,685

中間（当期）純利益又は中間
（当期）純損失（△）

(千円) △47,917 31,748 14,537 △110,590

純資産額 (千円) 953,249 1,655,989 993,260 1,641,785

総資産額 (千円) 2,269,314 2,754,529 2,247,456 2,843,635

１株当たり純資産額 (円) 26,154.40 37,986.63 27,252.19 37,358.31

１株当たり中間（当期）純利
益または中間（当期）純損失
（△）

(円) △1,314.73 724.51 398.88 △ 2,790.43

潜在株式調整後１株当たり 
中間(当期)純利益

(円) ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 42.0 60.1 44.2 57.7

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △27,946 43,986 △ 27,253 △ 155,001

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △235,452 △ 20,006 △ 81,394 △ 211,872

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 172,568 △ 56,419 △ 28,200 897,470

現金及び現金同等物 
の中間期末(期末)残高

(千円) 293,917 882,906 384,748 915,345

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕

(名)
111

〔315〕
119

〔318〕
104

〔367〕
108

〔410〕



(2) 提出会社の経営指標等 

  

 
(注) １ 売上高には消費税等は含まれておりません。 

２ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の年間平均雇用人員であります。 

３ 第６期中より中間財務諸表を作成しているため、それ以前については記載しておりません。 

４ 「１株当たり純資産額」、「１株当たり中間（当期）純利益」及び「潜在株式調整後１株当たり中間（当

期）純利益」については、中間連結財務諸表を作成しているため記載を省略しております。 

  

回次 第６期中 第７期中 第５期 第６期

会計期間

自 平成16年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ９月30日

自 平成17年
  ４月１日 
至 平成17年 
  ９月30日

自 平成15年
  ４月１日 
至 平成16年 
  ３月31日

自 平成16年 
  ４月１日 
至 平成17年 
  ３月31日

売上高 (千円) 188,244 181,816 379,616 413,113

経常利益又は経常損失（△） (千円) 26,327 △ 11,034 25,457 37,565

中間(当期)純利益又は中間
（当期）純損失(△)

(千円) 2,349 △ 18,229 12,253 △ 73,881

資本金 (千円) 484,757 771,632 484,757 771,632

発行済株式総数 (株) 36,447 43,947 36,447 43,947

純資産額 (千円) 891,475 1,530,630 881,118 1,566,445

総資産額 (千円) 1,223,444 1,781,224 1,026,559 1,865,266

１株当たり中間(年間)配当額 (円) ― ― ― ―

自己資本比率 (％) 72.9 85.9 85.8 84.0

従業員数
〔外、平均臨時雇用者数〕

(名)
5

〔1〕
12

〔0〕
6

〔1〕
8

〔3〕



２ 【事業の内容】 

当中間連結会計期間において、当社グループ（当社及び当社の関係会社）が営んでいる事業の内容に重

要な変更はありません。 

また、主要な関係会社についても異動はありません。 

  

３ 【関係会社の状況】 

当中間連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。 

  

４ 【従業員の状況】 

(1) 連結会社の状況 

平成17年９月30日現在 

 
(注) １ 従業員数は就業人員であります。 

２ 従業員数欄の〔外書〕は、臨時従業員の平均雇用人員であります。 

３ 全社(共通)として記載されている従業員数は、特定のセグメントに区分できない管理部門に所属しているも

のであります。 

  

(2) 提出会社の状況 

平成17年９月30日現在 

 
(注) 従業員数は就業人員であります。 

  

(3) 労働組合の状況 

当社において労働組合は結成されておりませんが、労使関係は良好であります。 

当社の連結子会社である株式会社洋菓子のヒロタにおいてはヒロタ労働組合が結成されており、平成

17年9月30日における組合員数は72人であります。なお、労使関係は安定しております。 

  

事業の種類別セグメントの名称 従業員数(名)

ヒロタ事業 101〔302〕

シューファクトリー事業 9〔16〕

投資（コンサルティング）事業 4〔0〕

全社(共通) 5〔0〕

合計 119〔318〕

従業員数(名) 12



第２ 【事業の状況】 

１ 【業績等の概要】 

(1) 業績 

  当中間連結会計期間における我が国経済は、経済全般において原油や素材関連の高騰による不安要素を

多く抱えておりましたが、製造業を中心とし企業収益の好転や堅調な設備投資に支えられ、本格回復まで

はいかないものの継続的な回復基調を辿りました。しかしながら、個人消費におきましては、増税による

先行き不安等を抱え、チェーンストア業界をはじめ、小売業界を取り巻く環境は依然として厳しい状況か

ら脱したとはいえない一進一退の状況が続いております。  

 このような経済状況のもと、ライフスタイル産業におけるホールディングカンパニーとして当社は、ラ

イフスタイル産業への投資育成に邁進してまいりました。また、店舗の運営を行う各子会社におきまして

は、消費者の視点を活かし豊かな生活スタイルのニーズにあった店舗運営や商品展開を行い、顧客満足度

の向上に努めてまいりました。  

 事業の種類別セグメント情報の業績は以下のとおりであります。  

①ヒロタ事業  

 ヒロタ事業におきましては、利益率向上のため好立地への出店を継続し、新規出店先とし3年振りとな

るJR駅構内（キヨスク）のマンスリースイーツ（月替わりショップ）への出店を果たしたのに続き、相鉄

横浜駅店、東急元住吉駅店(期間限定店舗6月23日～9月30日）、JR蕨店（期間限定店舗9月1日～11月30

日）、阪急塚口２号店、近鉄日本橋店と出店をしてまいりました。また、当中間連結会計期間におきまし

て「洋菓子のヒロタ」は、民事再生手続終結が決定し、信用力の回復も手伝い、売上高で前中間連結会計

期間比113.2％の1,864,800千円となりました。また、営業利益に関しましても前中間連結会計期間比

198.8％の101,682千円となりました。 

②シューファクトリー事業  

 シューファクトリー事業におきましては、直営店による収益モデルの確立にあたり、店舗数が減少した

ことから、売上高で前中間連結会計期間比82.4％の108,858千円となり、営業損失が8,982千円となりまし

た（前中間連結会計期間は1,666千円の営業損失）。  

③投資（コンサルティング）事業  

 投資（コンサルティング）事業におきましては、今後の経営戦略上の柱となり得るブランド価値の高い

企業への投資の準備を進めております。また、投資育成事業としましては、売上高は前中間連結会計期間

比26.0％の8,180千円となり、営業損失が7,659千円となりました（前中間連結会計期間は21,651千円の営

業利益）。  

④その他の事業  

 その他の事業におきましては、売上高は不動産賃貸料や広告収入を中心に前中間連結会計期間比

214.1％の7,618千円となり、営業利益は前中間連結会計期間比185.1％の6,042千円となりました。  

この結果当中間連結会計期間の売上高は、1,973,011千円（前中間連結会計期間比110.2％）、営業利益

34,190千円（前中間連結会計期間比356.0％）、経常利益40,126千円（前中間連結会計期間は3千円）、中

間純利益31,748千円（前中間連結会計期間は47,917千円の中間純損失）となりました。  

  

  



(2) キャッシュ・フローの状況 

  

 
  

主要項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前年同期比較増減額

営業活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △27,946 43,986 71,932

投資活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) △235,452 △20,006 215,446

財務活動による 
キャッシュ・フロー

(千円) 172,568 △56,419 △228,987

現金及び現金同等物の 
中間期末残高

(千円) 293,917 882,906 588,989



（当中間連結会計期間のキャッシュ・フローの概況説明） 

  当中間連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）については、営業 

  活動により43,986千円増加し、投資活動により20,006千円減少し、財務活動により56,419千円減 

  少し、この結果、資金は32,438千円の減少となり、中間期末残高は882,906千円（前年同期比     

  300.3％）になりました。 

  

(営業活動によるキャッシュ・フロー) 

   当中間連結会計期間において営業活動の結果、得られた資金は43,986千円（前年同期に使用した資金

は、27,946千円）で、前中間連結会計期間に比べて71,932千円の増加となりました。 

 これは主に、税金等調整前中間純利益が55,252千円増加したことによるものです。 

  

(投資活動によるキャッシュ・フロー) 

当中間連結会計期間において投資活動の結果、使用した資金は20,006千円（前年同期比8.4％）で 

、前中間連結会計期間に比べて215,446千円の減少となりました。 

  これは主に、有形固定資産の取得による支出が204,193千円減少したことによるものです。 

  

(財務活動によるキャッシュ・フロー) 

 当中間連結会計期間において財務活動の結果、使用した資金は56,419千円（前年同期に得られた資金

は172,568千円）で、前中間連結会計期間に比べて228,987千円の増加となりました。 

 これは主に、長期借入による収入が200,000千円減少し、自己株式の取得による支出が22,321千円増

加したことによるものです。 

  

  

  

  



２ 【生産、受注及び販売の状況】 

(1) 仕入実績 

当中間連結会計期間における仕入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) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

(2) 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) １ セグメント間の取引については相殺消去しております。 

２ 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

事業の種類別セグメントの名称

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

金額(千円) 前年同期比(％)

ヒロタ事業 466,875 110.7

シューファクトリー事業 48,196 74.3

合計 515,071 105.9

事業の種類別セグメントの名称

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

金額(千円) 前年同期比(％)

ヒロタ事業 1,853,736 113.7

シューファクトリー事業 103,474 82.8

投資（コンサルティング）事業 8,180 26.0

その他事業 7,618 214.1

合計 1,973,011 110.2



３ 【対処すべき課題】 

前連結会計年度末に対処すべき課題としておりました、当社の主力事業であるヒロタ事業（「株式会社

洋菓子のヒロタ」）が民事再生法適用会社であることにつきまして、当中間連結会計期間の平成17年７月

に民事再生手続終結の決定を受けたことにより、民事再生手続中であるという信用力の低下の懸念がなく

なりました。今後の対処すべき課題につきましては、引き続き「HIROTA」ブランドの飛躍を図るととも

に、再生債権の早期返済に努めてまいることになります。 

 当中間連結会計期間において、上記の他に当社グループの事業上及び財務上の対処すべき課題に重要な

変更及び新たに生じた課題はありません。 

  

４ 【経営上の重要な契約等】 

当中間連結会計期間において、経営上の重要な契約等は行われておりません。 

  

５ 【研究開発活動】 

当中間連結会計期間において、特記すべき研究開発活動はありません。 

  



第３ 【設備の状況】 

１ 【主要な設備の状況】 

当中間連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。 



２ 【設備の新設、除却等の計画】 

  

（１）重要な設備計画の変更 

当中間連結会計期間において、前連結会計年度末に計画した重要な設備の新設、除却等について、重要

な変更はありません。また、新たに確定した重要な設備の新設、拡充、改修、除却、売却等の計画はあり

ません。 

  

（２）重要な設備計画の完了 

前連結会計年度末に計画していた設備計画のうち、当中間連結会計期間に完了したものは、次のとおり

であります。 

  

 
(注)上記の金額には、消費税等は含まれておりません。 

  

  

  

会社名 セグメントの名称 設備の内容 投資金額
(千円) 完了年月 完成後の増加能力

提出会社 ヒロタ事業
新設店舗 5,116 平成17年9月 売上増加

千葉工場関係 10,200 平成17年7月 生産能力増強



第４ 【提出会社の状況】 

１ 【株式等の状況】 

(1) 【株式の総数等】 

① 【株式の総数】 

  

 
  

② 【発行済株式】 

  

 
(注) 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における標準となる株式であります。 

  

種類 会社が発行する株式の総数(株)

普通株式 175,700

計 175,700

種類
中間会計期間末 
現在発行数(株) 
(平成17年９月30日)

提出日現在
発行数(株) 

(平成17年12月22日)

上場証券取引所名又
は登録証券業協会名

内容

普通株式 43,947 43,947
名古屋証券取引所
(セントレックス)

(注)

計 43,947 43,947 ― ―



(2) 【新株予約権等の状況】 

(平成15年３月31日臨時株主総会決議に基づく平成15年４月19日取締役会決議) 

  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、

かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てます。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げます。 

 
また、時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げます。 

 
３ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社並びに当社子会社の取締役又は従業員たる

地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。 

② 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとする。 

③ その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者

との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

  

中間会計期間末現在
(平成17年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日)

新株予約権の数 781個 781個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数  2,343株 (注)１ 2,343株

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき133,334円 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成17年４月１日から
平成25年３月31日まで

同左

新株予約権行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額

発行価格 133,334円
資本組入額 66,667円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。

同左

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



(平成15年３月31日臨時株主総会決議に基づく平成15年５月17日取締役会決議) 

  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、

かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てます。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げます。 

 
また、時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げます。 

 
３ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社並びに当社子会社の取締役又は従業員たる

地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。 

② 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとする。 

③ その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者

との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

  

中間会計期間末現在
(平成17年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日)

新株予約権の数 50個 50個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 150株 (注)１ 150株

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき133,334円 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成17年４月１日から
平成25年３月31日まで

同左

新株予約権行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額

発行価格 133,334円
資本組入額 66,667円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。

同左

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



(平成15年10月10日臨時株主総会決議に基づく平成15年11月８日取締役会決議) 

  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整します。ただし、

かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的たる株式の数について行

われ、調整の結果生じる１株未満の端数は切り捨てます。 

調整後株式数＝調整前株式数×分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併もしくは新設合併を行い本件新株予約権が承継される場合、または当社が新設

分割もしくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行います。 

２ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整によ

り生じる１円未満の端数は切り上げます。 

 
また、時価を下回る価額で新株を発行するときは、次の算式により１株当たりの払込金額を調整し、調整に

より生じる１円未満の端数は切り上げます。 

 
３ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社並びに当社子会社の取締役又は従業員たる

地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。 

② 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとする。 

③ その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者

との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

  

中間会計期間末現在
(平成17年９月30日)

提出日の前月末現在 
(平成17年11月30日)

新株予約権の数 22個 22個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 66株 (注)１ 66株

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき133,334円 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成17年10月11日から
平成25年10月10日まで

同左

新株予約権行使により株式を発行する場合の株式
の発行価格及び資本組入額

発行価格 133,334円
資本組入額 66,667円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。

同左

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
新規発行前の株価

既発行株式数＋新規発行による増加株式数



(平成17年６月27日定時株主総会決議に基づく平成17年７月11日取締役会決議) 

  

 
(注) １ 当社が株式分割または株式併合を行う場合には、次の算式により目的たる株式の数を調整するものとする。

ただし、かかる調整は、新株予約権のうち、当該時点で行使されていない新株予約権の目的となる株式の数

について行われ、調整の結果生じる１株未満の端株は切り捨てるものとする。 

調整後株式数 ＝ 調整前株式数 × 分割・併合の比率 

また、当社が他社と吸収合併若しくは新設合併を行い本件新株予約権が継承される場合、または、当社が新

設分割若しくは吸収分割を行う場合、当社は必要と認める株式数の調整を行う。 

２ 新株予約権発行後、当社が株式分割、株式併合を行う場合は、次の算式により払込金額を調整し、調整によ

り生ずる１円未満の端数は切り上げる。 
  

   
また、時価を下回る価額で新株式の発行または自己株式の処分を行う場合は、次の算式により払込金額を調
整し、調整により生ずる１円未満の端数は切り上げる。 

 
    ３ 新株予約権の行使の条件は以下のとおりであります。 

  ① 新株予約権の割当を受けた者は、権利行使時において、当社並びに当社子会社の取締役又は従業員たる

  地位を保有していることとする。ただし、当社取締役会の承認を得た場合はこの限りではない。 

  ② 新株予約権の質入れ、担保権の設定及び相続は認めないものとする。 

  ③ その他の条件については、本株主総会及び取締役会決議に基づき、当社と新株予約権の割当を受けた者

  との間で締結する「新株予約権割当契約」に定めるところによる。 

     

  

  

事業年度末現在    
(平成17年９月30日)

提出日の前月末現在    
(平成17年11月30日)

新株予約権の数 185個 185個

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式 同左

新株予約権の目的となる株式の数 555株 (注)１ 555株

新株予約権の行使時の払込金額 １株につき133,334円 (注)２ 同左

新株予約権の行使期間
平成19年７月１日から
 平成27年６月27日まで

同左

新株予約権の行使により株式を発行する場合の 
株式の発行価格及び資本組入額

発行価額 133,334円
資本組入額 66,667円

同左

新株予約権の行使の条件 (注)３ 同左

新株予約権の譲渡に関する事項
新株予約権を譲渡するには取
締役会の承認を要する。

同左

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１

分割・併合の比率

既発行株式数＋
新株発行(処分)株式数×１株あたり払込金額

調整後払込金額＝調整前払込金額×
１株当たり時価

既発行株式数＋新株発行(処分)株式数



(3) 【発行済株式総数、資本金等の状況】 

  

 
（注）平成17年６月27日開催の定時株主総会における資本準備金減少決議に基づくその他資本剰余金  

   への振替であります。 

  

(4) 【大株主の状況】 

平成17年９月30日現在 

 
  

年月日
発行済株式 
総数増減数 
(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(千円)

資本金残高
 

(千円)

資本準備金 
増減額 
(千円)

資本準備金
残高 
(千円)

平成17年８月８日(注) ― 43,947 ― 771,632 △200,000 646,875

氏名又は名称 住所
所有株式数
(株)

発行済株式総数に対する
所有株式数の割合(％)

藤井 道子 東京都千代田区一番町18-3-701 23,063 52.48

磯野 正美 神奈川県厚木市森の里3-11-5 1,525
3.47

株式会社翔泳社 東京都新宿区舟町5 799
1.82

淺野 秀則 東京都港区北青山3-10-22 750
1.71

浅野 幸子 東京都港区北青山3-10-22 750
1.71

加藤義和株式会社 香川県観音寺市坂本町5-18-37 650 1.48

投資事業組合資生堂ビューティ

ーファンド
東京都港区東新橋1-6-2 450 1.02

トランスデジタル株式会社 東京都港区赤坂1-12-32 450 1.02

浅野 功
東京都千代田区一番町20-1ホーマットカ

メリア502 
380

0.86

日本メナード化粧品株式会社 名古屋市西区鳥見町2-130 375 0.85

計 ― 29,192 66.42



(5) 【議決権の状況】 

① 【発行済株式】 

平成17年９月30日現在 

 
（注）「完全議決権株式（その他）」欄の普通株式には失念株式が１株含まれており、当該株式に係 

   る議決権１個を議決権の数から控除しております。 

  

② 【自己株式等】 

平成17年９月30日現在 

 
  

２ 【株価の推移】 

【当該中間会計期間における月別最高・最低株価】 

  

 
(注) 最高・最低の株価は名古屋証券取引所セントレックスにおけるものであります。 

  

３ 【役員の状況】 

（１）退任役員 

 
  

 （２）役職の異動 

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ― ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ― ― ―

議決権制限株式(その他) ― ― ―

完全議決権株式(自己株式等)
（自己保有株式）
普通株式 353

―
権利内容に何ら限定の無い当社におけ
る標準となる株式

完全議決権株式(その他) 普通株式 43,594 43,593 同上

端株 ― ― ―

発行済株式総数 43,947 ― ―

総株主の議決権 ― 43,593 ―

所有者の氏名 
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数 
(株)

他人名義
所有株式数 
(株)

所有株式数
の合計 
(株)

発行済株式総数
に対する所有 
株式数の割合(％)

（自己保有株式） 
２１ＬＡＤＹ株式会社

東京都千代田区二番町５番
地５

353 ― 353 0.80

計 ― 353 ― 353 0.80

月別 平成17年４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月

最高(円) 56,500 60,500 61,000 60,500 66,500 64,900

最低(円) 49,600 53,000 56,500 56,500 58,000 58,500

役名 職名 氏名 退任年月日

取締役 社長室室長 吉川 正英 平成17年9月30日

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

取締役    
（IR担当）

  取締役      
 ( ― ） 猪熊 建夫 平成17年9月21日



第５ 【経理の状況】 

１ 中間連結財務諸表及び中間財務諸表の作成方法について 

(1) 当社の中間連結財務諸表は、「中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(平成11

年大蔵省令第24号。以下「中間連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しております。 

  ただし、前中間連結会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務

諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内

閣府令第５号）附則第３項のただし書きにより、改正前の中間連結財務諸表規則に基づいて作成してお

ります。 

  

(2) 当社の中間財務諸表は、「中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和52年大蔵

省令第38号。以下「中間財務諸表等規則」という。)に基づいて作成しております。 

  ただし、前中間会計期間（平成16年４月１日から平成16年９月30日まで）については、「財務諸表等

の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令」（平成16年１月30日 内閣府令

第５号）附則第３項のただし書きにより、改正前の中間財務諸表等規則に基づいて作成しております。

  

２ 監査証明について 

当社は、証券取引法第193条の２の規定に基づき、前中間連結会計期間(平成16年４月１日から平成16年

９月30日まで)及び当中間連結会計期間(平成17年４月１日から平成17年９月30日まで)の中間連結財務諸

表並びに前中間会計期間(平成16年４月１日から平成16年９月30日まで)及び当中間会計期間(平成17年４

月１日から平成17年９月30日まで)の中間財務諸表について、中央青山監査法人により中間監査を受けて

おります。 

  



１ 【中間連結財務諸表等】 

(1) 【中間連結財務諸表】 

① 【中間連結貸借対照表】 

  

 
  

前中間連結会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17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

１ 現金及び預金 303,917 892,906 925,345 

２ 売掛金 292,777 323,603 350,048

３ たな卸資産 90,188 87,932 99,508

４ その他 34,740 81,919 46,892

貸倒引当金 △3,257 △ 3,717 △3,921

流動資産合計 718,366 31.7 1,382,645 50.2 1,417,874 49.9

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産

（1）建物及び構築物 ※１ 775,661 817,026 821,097

  減価償却累計額 454,113 321,547 484,718 332,307 472,423 348,674

（2）機械装置及び 
   運搬具

540,723 542,980 538,923

  減価償却累計額 470,905 69,818 485,579 57,401 478,256 60,667

（3）土地 ※１ 214,031 216,218 216,218

（4）その他 232,415 244,584 245,318

  減価償却累計額 169,127 63,287 190,239 54,345 181,275 64,043

有形固定資産合計 668,685 29.5 660,272 24.0 689,602 24.3

２ 無形固定資産 105,151 4.6 59,886 2.1 83,681 2.9

３ 投資その他の資産

（1）投資有価証券 281,437 318,327 295,454

（2）敷金・保証金 322,534 251,445 272,865

（3）その他 180,609 88,715 90,920 

   貸倒引当金 △7,469 △ 6,763 △6,763

投資その他の 
資産合計

777,111 34.2 651,724 23.7 652,477 22.9

固定資産合計 1,550,948 68.3 1,371,883 49.8 1,425,761 50.1

資産合計 2,269,314 100.0 2,754,529 100.0 2,843,635 100.0



 
  

前中間連結会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末

(平成17年９月30日)

前連結会計年度 
要約連結貸借対照表 
(平成17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

１ 買掛金 125,985 126,527 158,184

２ １年以内返済予定 
  長期借入金

※１ 68,196 68,196 68,196

３ 未払法人税等 5,783 5,999 13,664

４ 未払金 162,915 100,450 149,137

５ 未払費用 ※２ 180,386 209,037 201,425

６ その他 32,181 45,314 21,424

流動負債合計 575,448 25.4 555,524 20.2 612,032 21.5

Ⅱ 固定負債

１ 長期借入金 ※１ 213,822 145,626 179,724

２ 長期未払金 500,988 387,821 389,215

３ その他 25,806 9,568 20,877

固定負債合計 740,617 32.6 543,015 19.7 589,817 20.8

負債合計 1,316,065 58.0 1,098,540 39.9 1,201,850 42.3

(少数株主持分)

少数株主持分 ― ― ― ― ― ―

(資本の部)

Ⅰ 資本金 484,757 21.4 771,632 28.0 771,632 27.1

Ⅱ 資本剰余金 374,750 16.5 846,875 30.7 846,875 29.8

Ⅲ 利益剰余金 83,551 3.7 52,627 1.9 20,878 0.7

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

10,190 0.4 7,174 0.3 2,399 0.1

Ⅴ 自己株式 ― ― △ 22,321 △ 0.8 ― ―

資本合計 953,249 42.0 1,655,989 60.1 1,641,785 57.7

負債、少数株主持分 
及び資本合計

2,269,314 100.0 2,754,529 100.0 2,843,635 100.0



② 【中間連結損益計算書】 
  

 
  

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
要約連結損益計算書
(自 平成16年４月１日
至 平成17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 1,791,077 100.0 1,973,011 100.0 3,695,836 100.0

Ⅱ 売上原価 787,752 44.0 826,482 41.9 1,661,148 45.0

売上総利益 1,003,325 56.0 1,146,529 58.1 2,034,688 55.0

Ⅲ 販売費及び一般管理費 ※1 993,722 55.5 1,112,338 56.4 2,022,867 54.7

営業利益 9,602 0.5 34,190 1.7 11,820 0.3

Ⅳ 営業外収益

１ 受取利息 101 19 41

２ 受取配当金 202 355 245

３ 業務受託収入 250 ― 250

４ 特約給付金 246 ― 246

５ 投資事業組合利益 ― ― 2,455

６ 持分法による投資 
  利益

― 4,334 ―

 ７ 遅延損害金 ― 3,398 ―

８ その他 1,576 2,376 0.1 559 8,667 0.4 1,892 5,130 0.2

Ⅴ 営業外費用

１ 支払利息 2,601 2,409 5,275

２ 投資事業組合損失 371 53 ―

３ 減価償却費 873 ― 1,647

４ 持分法による 
  投資損失

2,539 ― 4,278

５ 公開費用 5,562 ― 41,944

６ その他 27 11,976 0.6 269 2,731 0.1 490 53,636 1.5

経常利益 
又は経常損失(△)

3 0.0 40,126 2.0 △ 36,685 △ 1.0

Ⅵ 特別利益

１ 投資有価証券売却益 ― 1,196 923

２ 貸倒引当金戻入額 1,030 204 413

３ 固定資産売却益 ※２ 1,443 ― 1,443

４ その他 680 3,154 0.2 334 1,734 0.1 686 3,466 0.1

Ⅶ 特別損失

１ 前期損益修正損 ※３ 4,393 ― 4,393

２ 固定資産除却損 ※４ 16,226 2,479 17,518

３ 別除権債務確定損失 13,488 ― 13,488

４ 店舗撤退損 11,043 2,593 15,594

 ５ 減損損失 ※５ ― 19,571 ―

６ その他 846 45,998 2.6 4,805 29,448 1.5 13,100 64,095 1.7

税金等調整前中間純利益又は税金等

調整前中間(当期)純損失(△)
△42,840 △2.4 12,412 0.6 △ 97,314 △ 2.6

法人税、住民税 
及び事業税

5,517 4,285 15,443

法人税等調整額 △439 5,077 0.3 △ 23,662 △19,336 △1.0 △ 2,167 13,276 0.4

中間純利益又は 

中間(当期)純損失（△）
△47,917 △2.7 31,748 1.6 △110,590 △ 3.0



③ 【中間連結剰余金計算書】 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17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 374,750 846,875 374,750

Ⅱ 資本剰余金増加額

   1 増資による新株の発行 ― ― ― ― 472,125 472,125

Ⅲ 資本剰余金中間期末
(期末)残高

374,750 846,875 846,875

(利益剰余金の部)

Ⅰ 利益剰余金期首残高 131,469 20,878 131,469

Ⅱ 利益剰余金増加高

  1 中間純利益 ― ― 31,748 31,748 ― ―

Ⅲ 利益剰余金減少高

  1 中間（当期）純損失 47,917 47,917 ― ― 110,590 110,590

Ⅳ 利益剰余金中間期末
(期末)残高

83,551 52,627 20,878



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

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17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

(自 平成16年４月１日
至 平成17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

税金等調整前中間純利益又は税金

等調整前中間(当期)純損失（△）
△42,840 12,412 △ 97,314

減価償却費 42,309 40,042 88,805

    減損損失 ― 19,571 ―

貸倒引当金の減少額 △1,025 △ 204 △ 361

受取利息及び受取配当金 △303 △ 374 △ 286

支払利息 2,601 2,409 5,275

投資事業組合利益 ― ― △ 2,455

投資事業組合損失 371 53 ―
固定資産売却益 ― ― △ 1,443

固定資産除却損 16,226 2,479 17,518

投資有価証券売却益 ― △ 1,196 △ 923

投資有価証券評価損 ― ― 1,616

営業権の償却 2,200 ― 4,400

店舗撤退損 7,042 2,593 9,026

    持分法による投資利益 ― △ 4,334 ―

持分法による投資損失 2,539 ― 4,278

連結調整勘定の償却 15,471 15,471 30,942

売上債権の減少額 63,171 26,444 5,900

たな卸資産の増減額 △9,536 11,575 △ 18,856

その他流動資産の増減額 △3,212 △13,889 2,129

破産更生債権等の増加額 △180 ― ―

    長期未収入金の増加額 ― △ 48 △ 180

仕入債務の増減額 △7,970 △ 31,657 24,228

未払金の減少額 △51,234 △ 48,687 △ 65,011

未払費用の増減額 △27,403 7,611 △ 6,364

その他流動負債の増減額 △16,156 23,889 △ 26,886

長期未払金の減少額 △5,540 △ 1,394 △ 117,314

その他固定負債の減少額 △2,600 △ 7,190 △ 8,764

その他 △2,808 △2,326 7,661

小計 △18,879 53,251 △ 144,377

利息及び配当金の受取額 3,998 5,020 7,098

利息の支払額 △2,899 △ 2,334 △ 5,511

法人税等の支払額 △10,165 △ 11,950 △ 12,211

営業活動による 
キャッシュ・フロー

△27,946 43,986 △ 155,001



 
  

前中間連結会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17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

(自 平成16年４月１日
至 平成17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

△10,000 ― △ 10,000

有形固定資産の取得 
による支出

△230,537 △ 26,344 △ 297,900

無形固定資産の取得 
による支出

△948 △ 571 △ 4,933

有形固定資産の売却 
による収入

― ― 1,590

無形固定資産の売却 
による収入

― ― 500

投資有価証券の取得 
による支出

― △ 18,120 △ 1,999

投資有価証券の売却 
による収入

2,001 4,136 47,546

貸付金の回収による収入 319 ― 538

敷金・保証金の純減少額 4,308 21,420 53,977

保険積立金の増加 
による支出

△595 △ 595 △ 1,191

       出資金の返還による収入 ― 69 ―

投資活動による 
キャッシュ・フロー

△235,452 △ 20,006 △ 211,872

Ⅲ 財務活動による 
  キャッシュ・フロー

長期借入による収入 200,000 ― 200,000

長期借入金の返済 
による支出

△27,432 △ 34,098 △ 61,530

株式の発行による収入 ― ― 759,000

       自己株式の取得による支出 ― △ 22,321 ―

財務活動による 
キャッシュ・フロー

172,568 △ 56,419 897,470

Ⅳ 現金及び現金同等物の 
  増減額

△90,831 △ 32,438 530,596

Ⅴ 現金及び現金同等物の 
  期首残高

384,748 915,345 384,748

Ⅵ 現金及び現金同等物の 
  中間期末(期末)残高

※１ 293,917 882,906 915,345



中間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)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(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

すべての子会社を連結して

おります。

連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称

㈱洋菓子のヒロタ

㈱リテイルネット

すべての子会社を連結して

おります。

連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称

㈱洋菓子のヒロタ

㈱リテイルネット

すべての子会社を連結して

おります。

連結子会社の数 ２社

連結子会社の名称

㈱洋菓子のヒロタ

㈱リテイルネット

２ 持分法の適用に関

する事項

持分法適用関連会社数

 １社

 ㈱ハブ

 なお、持分法非適用関連

会社はありません。

持分法適用関連会社数

 １社

 ㈱ハブ

 なお、持分法非適用関連

会社はありません。

持分法適用関連会社数

 １社

 ㈱ハブ

 なお、持分法非適用関連

会社はありません。

３ 連結子会社の中間

決算日(決算日)等

に関する事項

 連結子会社の中間決算日

と中間連結決算日は同一で

あります。

同左  連結子会社の事業年度末

日と連結決算日は同一であ

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

イ 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

 中間連結決算日の市

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)を採

用しております。

イ 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

同左

イ 有価証券

その他有価証券

時価のあるもの

 連結決算日の市場価

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)を採用し

ております。

時価のないもの 

 移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。

                  

時価のないもの

同左

なお、投資事業有限責任組
合及びそれに類する組合へ
の出資（証券取引法第2条
第2項により有価証券とみ
なされるもの）について
は、組合契約に規定される
決算報告日に応じて入手可
能な最近の決算書を基礎と
し、持分相当額を純額で取
り込む方法によっておりま
す。

時価のないもの

同左

     同左

ロ たな卸資産

商品・原材料・貯蔵品

 当社及び連結子会社

である㈱リテイルネッ

トは、最終仕入原価法

を採用しております。

 連結子会社である㈱

洋菓子のヒロタは、月

次総平均法による原価

法を採用しておりま

す。

製品・仕掛品

 連結子会社である㈱

洋菓子のヒロタは、月

次総平均法による原価

法を採用しておりま

ロ たな卸資産

同左

ロ たな卸資産

同左



す。



 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(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

資産の償却方法

イ 有形固定資産

 定率法によっており

ます。但し、建物(附

属設備を除く)につい

ては、定額法を採用し

ております。なお、耐

用年数及び残存価格に

ついては、法人税法に

規定する方法と同一の

基準によっておりま

す。

イ 有形固定資産

同左

イ 有形固定資産

同左

ロ 無形固定資産

 定額法によっており

ます。なお、自社利用

のソフトウェアは、社

内における利用可能期

間(５年)に基づいてお

ります。なお、償却年

数については、法人税

法に規定する方法と同

一の基準によっており

ます。

ロ 無形固定資産

同左

ロ 無形固定資産

同左

(3) 重要な引当金の

計上基準

貸倒引当金 

 売上債権、貸付金等の貸

倒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勘案

し回収不能見込額を計上し

ております。

貸倒引当金

同左

貸倒引当金

同左

(4) 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。

同左 同左

(5) その他中間連結

財務諸表(連結

財務諸表)作成

のための重要な

事項

消費税等の会計処理 

 消費税及び地方消費税の

会計処理は税抜方式によっ

ております。

消費税等の会計処理

同左

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(連結キャ

ッシュ・フロー

計算書)におけ

る資金の範囲

 手許現金、随時引き出し

可能な預金及び容易に換金

可能であり、かつ、価値の

変動について僅少なリスク

しか負わない取得日から３

ヶ月以内に償還期限の到来

する短期投資からなってお

ります。

同左 同左



会計処理の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間 前連結会計年度

（自 平成16年４月１日 （自 平成17年４月１日 （自 平成16年４月１日

   至 平成16年９月30日）    至 平成17年９月30日）   至 平成17年３月31日）

                          （固定資産の減損に係る会計基準）                                 
  「固定資産の減損に係る会計基
準」（「固定資産の減損に係る会計
基準の設定に関する意見書」）（企
業会計審議会 平成14年8月9日））
及び「固定資産の減損に係る会計基
準の適用指針」（企業会計基準委員
会 平成15年10月31日 企業会計基
準適用指針第6号）を当中間連結会
計期間から適用しております。この
結果、特別損失が19,571千円増加
し、税金等調整前中間純利益が
19,571千円減少しております。 
 なお、減損損失累計額について
は、改正後の中間連結財務諸表規則
に基づき当該各資産の金額から直接
控除しております。          



表示方法の変更 

  

 
  

前中間連結会計期間 当中間連結会計期間

       （自 平成16年４月１日      （自 平成17年４月１日

至 平成16年９月30日） 至 平成17年９月30日）

                    （中間連結貸借対照表）

               

「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法
律第97号）が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月
1日より適用となること及び「金融商品会計に関する実
務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年2月
15日付で改正されたことに伴い、当中間連結会計期間か
ら投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資
（証券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるも
の）を投資有価証券として表示する方法に変更いたしま
した。
なお、当該出資の額は、前中間連結会計期間には投資
その他の資産の「その他」に72,744千円計上されていま
したが、当中間連結会計期間には投資その他の資産の
「投資有価証券」に7,806千円計上されています。



追加情報 

  

 
  

前中間連結会計期間
(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(平成17年９月30日)

前連結会計年度 
(平成17年３月31日)

１ 外形標準課税 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第9号）が平成

15年3月31日に公布され、平成16年4

月1日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間連結会計期間から

「法人事業税における外形標準課税

部分の損益計算書上の表示について

の実務上の取扱い」（平成16年2月

13日 企業会計基準委員会 実務対

応報告第12号）に従い法人事業税の

付加価値割及び資本割については、

販売費及び一般管理費に計上してお

ります。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が1,004千円増加し、営業利益及び

経常利益はそれぞれ1,004千円減少

し、税金等調整前中間純損失が

1,004千円増加しております。

                       １ 外形標準課税 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第9号）が平成

15年3月31日に公布され、平成16年4

月1日以後に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当連結会計年度から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」（平成16年2月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が3,660千円増加し、営業利益が

3,660千円減少し、経常損失及び税

金等調整前当期純損失がそれぞれ

3,660千円増加しております。



注記事項 

(中間連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間末
(平成16年９月30日)

当中間連結会計期間末
(平成17年９月30日)

前連結会計年度末 
(平成17年３月31日)

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のと

おりであります。

建物 118,812千円

土地 214,031千円

合計 332,843千円

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のと

おりであります。

建物 139,820千円

土地 216,218千円

合計 356,038千円

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次のと

おりであります。

建物 129,114千円

土地 216,218千円

合計 345,332千円

担保付債務は次のとおりであり

ます。

１年以内返済 
予定長期借入金

68,196千円

長期借入金 213,822千円

合計 282,018千円

担保付債務は次のとおりであり

ます。

１年以内返済
予定長期借入金

68,196千円

長期借入金 145,626千円

合計 213,822千円

担保付債務は次のとおりであり

ます。

１年以内返済 
予定長期借入金

68,196千円

長期借入金 179,724千円

合計 247,920千円

※２ 訴訟事件

㈱洋菓子のヒロタが民事再生

手続開始の申請をした際の財

務アドバイザリ業務に関し、

朝日監査法人(現あずさ監査

法人)を原告、㈱洋菓子のヒ

ロタを被告とする47,250千円

の支払を求めた業務委託報酬

請求訴訟が係属しております

が、㈱洋菓子のヒロタは

10,500千円を合理的な金額と

判断して、未払費用に計上し

ております。

※２ 訴訟事件
同左

※２ 訴訟事件
同左



(中間連結損益計算書関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 

 

※１ 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

りです。

給与 308,389千円

運賃 153,940千円

販売手数料 194,339千円

連結調整勘定 
償却額

15,471千円

※２ 固定資産売却益の内訳は次の 
    とおりであります。

その他 
有形固定資産

  943千円

その他 500千円

合計 1,443千円

 

※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

りです。

給与 345,114千円

運賃 165,655千円

販売手数料 243,521千円

連結調整勘定
償却額

15,471千円

                        

 

※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

りです。

給与 626,952千円

運賃 308,280千円

販売手数料 412,569千円

連結調整勘定 
償却額

30,942千円

※２ 固定資産売却益の内訳は次の 
    とおりであります。

その他
有形固定資産

  943千円

その他 500千円

合計 1,443千円

 

※３ 前期損益修正損の内訳は次の

とおりであります。

過年度弁護士費用 3,700千円

その他 693千円

合計 4,393千円

                        

 

※３ 前期損益修正損の内訳は次の

とおりであります。

過年度弁護士費用 3,700千円

その他 693千円

合計 4,393千円

 

※４ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

建物 12,648千円

その他 
有形固定資産

907千円

長期前払費用 2,671千円

合計 16,226千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。    

建物 1,097千円

その他 
有形固定資産

329千円

長期前払費用 1,052千円

合計 2,479千円
 

※４ 固定資産除却損の内訳は次の

とおりであります。

建物 13,766千円

その他
有形固定資産

1,080千円

長期前払費用 2,671千円

合計 17,518千円

                          

 

※５ 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
金額 

（千円）

本社 事業用資産 営業権 4,400

東京都 

品川区
店舗 建物等 2,108

東京都 

新宿区
店舗 建物等 6,866

兵庫県 

神戸市
店舗 建物 3,783

千葉県 

山武郡
遊休資産

工具器具

備品
2,413

（経緯）
上記事業用資産は、シューファクト
リーの営業権でありますが、シュー
ファクトリー事業は現在営業損失で
あり、収益性の回復には時間が掛か
ると判断したため、減損損失を認識
いたしました。 
また、店舗につきましては、収益性
が著しく低下しており今後も経常的
な損失が予想される店舗について、
減損損失を認識いたしました。 
なお、上記遊休資産は、退店したシ
ュー・ファクトリー店舗にて使用し
ていた工具器具備品であり、当面新
規出店の予定も無く再利用の見込み
がないため、減損損失を認識いたし
ました。 



 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 

（減損損失の金額）

種類
金額 

（千円）

営業権 4,400

建物 11,330

工具器具備品 3,840

合計 19,571

（グルーピングの方法）
原則として事業部別に区分し、ヒロ
タ事業及びシューファクトリー事業
については、店舗単位としておりま
す。 
また、将来の使用が見込まれていな
い遊休資産については、個々の物件
単位としております。
（回収可能額の算定方法等）
正味売却価額により測定しており、
合理的な見積りに基づいて評価して
います。



(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16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

※１ 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

現金及び 
預金勘定

303,917千円

預入期間が３ 
か月を超える 
定期預金

△10,000千円

現金及び 
現金同等物

293,917千円

※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

現金及び
預金勘定

892,906千円

預入期間が３
か月を超える 
定期預金

△10,000千円

現金及び
現金同等物

882,906千円  

※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

925,345千円

預入期間が３ 
か月を超える 
定期預金

△10,000千円

現金及び
現金同等物

915,345千円



(リース取引関係) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(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

 

取得 
価額 
相当額 
(千円)

減価 
償却 
累計額 
相当額 
(千円)

中間 
期末 
残高 
相当額
(千円)

機械装置 
及び 
運搬具

27,503 19,170 8,332

その他 
有形固定 
資産

35,371 24,963 10,408

無形固定 
資産

440 250 189

合計 63,315 44,385 18,930

(注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定しております。

 

取得
価額 
相当額
(千円)

減価
償却 
累計額
相当額
(千円)

中間
期末 
残高 
相当額
(千円)

機械装置 
及び 
運搬具

24,898 24,411 487 

その他 
有形固定 
資産

10,760 8,310 2,450 

無形固定 
資産

220 177 42 

合計 35,880 32,899 2,980 

(注) 取得価額相当額は、未経過

リース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残高

等に占める割合が低いた

め、支払利子込み法により

算定しております。

 

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)

機械装置
及び 
運搬具

27,503 23,754 3,748 

その他
有形固定 
資産

35,371 30,256 5,115 

無形固定
資産

440 324 116 

合計 63,315 54,335 8,980 

(注) 取得価額相当額は、未経過

リース料期末残高が有形固

定資産の期末残高等に占め

る割合が低いため、支払利

子込み法により算定してお

ります。

 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 15,949千円

１年超 2,980千円

 計 18,930千円

(注) 未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法に

より算定しております。

 

(2) 未経過リース料中間期末残高

相当額

１年内 1,998千円

１年超 982千円

 計 2,980千円

(注) 未経過リース料中間期末

残高相当額は、未経過リ

ース料中間期末残高が有

形固定資産の中間期末残

高等に占める割合が低い

ため、支払利子込み法に

より算定しております。

 

(2) 未経過リース料期末残高相当

額

１年内 7,585千円

１年超 1,395千円

計 8,980千円

(注) 未経過リース料期末残高

相当額は、未経過リース

料期末残高が有形固定資

産の期末残高等に占める

割合が低いため、支払利

子込み法により算定して

おります。

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 10,344千円

減価償却費 
相当額

10,344千円

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 5,999千円

減価償却費
相当額

5,999千円

(3) 支払リース料及び減価償却費

相当額

支払リース料 20,294千円

減価償却費
相当額

20,294千円

(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て

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

  リース期間を耐用年数として

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

  リース期間を耐用年数として

残存価額を零とする定額法によ

っております。



(有価証券関係) 

(前中間連結会計期間末)（平成16年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
  

(当中間連結会計期間末)（平成17年９月30日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
  

種類
取得原価 
(千円)

中間連結貸借対照表
計上額(千円)

差額 
(千円)

① 株式 13,556 13,659 102

合計 13,556 13,659 102

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) 267,778

合計 267,778

種類
取得原価 
(千円)

中間連結貸借対照表
計上額(千円)

差額 
(千円)

① 株式 26,334 36,656 10,321

合計 26,334 36,656 10,321

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 273,865

 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 7,806

          合計 281,671 



(前連結会計年度末)（平成17年３月31日） 

１ その他有価証券で時価のあるもの 

  

 
  

２ 時価評価されていない主な有価証券の内容 

  

 
  

(デリバティブ取引関係) 

前中間連結会計期間末(平成16年９月30日) 

 当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

   当中間連結会計期間末(平成17年９月30日) 

    当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

  

   前連結会計年度末（平成17年３月31日） 

    当社グループはデリバティブ取引を行っていないため、該当事項はありません。 

種類
取得原価 
(千円)

連結貸借対照表計上額
(千円)

差額 
(千円)

① 株式 21,151 23,418 2,267

合計 21,151 23,418 2,267

連結貸借対照表計上額 
(千円)

その他有価証券

 非上場株式 264,175

 投資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資 7,859

          合計 272,035



(セグメント情報) 

【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16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、収益構造及び出店形態を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主なサービス内容 

 (1) ヒロタ事業……「HIROTA」店舗運営業務、製品販売業 

 (2) シューファクトリー事業……「CHOUFACTORY」店舗運営業務 

 (3) 投資（コンサルティング）事業……ブランド力を持つ企業を投資対象とした投資活動業務、チェーンスト

ア運営に関するアドバイザリ業務、ファンド管理業務 

 (4) その他事業……不動産賃貸業務 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、本社の総務部門等管理部門

にかかる費用であり、当中間連結会計期間は42,586千円であります。 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、収益構造及び出店形態を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主なサービス内容 

 (1) ヒロタ事業……「HIROTA」店舗運営業務、製品販売業 

 (2) シューファクトリー事業……「CHOUFACTORY」店舗運営業務 

 (3) 投資（コンサルティング）事業……ブランド力を持つ企業を投資対象とした投資活動業務、チェーンスト

ア運営に関するアドバイザリ業務、ファンド管理業務 

 (4) その他事業……不動産賃貸業務 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、本社の総務部門等管理部門

にかかる費用であり、当中間連結会計期間は56,952千円であります。 

  

ヒロタ事業 
(千円)

シューファ
クトリー 
事業 
(千円)

投資(コンサ
ルティング)
事業 
(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

1,631,071 125,001 31,445 3,559 1,791,077 ― 1,791,077

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

15,146 7,044 ― ― 22,190 (22,190) ―

計 1,646,218 132,045 31,445 3,559 1,813,268 (22,190) 1,791,077

営業費用 1,595,086 133,711 9,794 295 1,738,888 42,586 1,781,474

営業利益又は 
営業損失(△)

51,131 △ 1,666 21,651 3,263 74,379 (64,776) 9,602

ヒロタ事業 
(千円)

シューファ
クトリー 
事業 
(千円)

投資(コンサ
ルティング)
事業 
(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

1,853,736 103,474 8,180 7,618 1,973,011 ― 1,973,011

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

11,063 5,383 ― ― 16,447 (16,447) ―

計 1,864,800 108,858 8,180 7,618 1,989,458 (16,447) 1,973,011

営業費用 1,763,117 117,840 15,840 1,575 1,898,374 40,446 1,938,821

営業利益又は 
営業損失(△)

101,682 △ 8,982 △ 7,659 6,042 91,083 （56,893） 34,190



前連結会計年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

  

 
(注) １ 事業区分は、収益構造及び出店形態を考慮して区分しております。 

２ 各事業の主なサービス内容 

 (1) ヒロタ事業……「HIROTA」店舗運営業務、製品販売業 

 (2) シューファクトリー事業……「CHOUFACTORY」店舗運営業務 

 (3) 投資（コンサルティング）事業……ブランド力を持つ企業を投資対象とした投資活動業務、チェーンスト

ア運営に関するアドバイザリ業務、ファンド管理業務 

 (4) その他事業……不動産賃貸業務 

３ 営業費用のうち、消去又は全社の項目に含めた配賦不能営業費用の主なものは、本社の総務部門等管理部門

にかかる費用であり、当連結会計年度は90,976千円であります。 

ヒロタ事業 
(千円)

シューファ
クトリー 
事業 
(千円)

投資(コン
サルティン
グ)事業 
(千円)

その他の
事業 
(千円)

計
(千円)

消去又は 
全社 
(千円)

連結 
(千円)

売上高

(1) 外部顧客に
対する売上高

3,356,101 253,245 77,419 9,071 3,695,836 ― 3,695,836

(2) セグメント間の内部
売上高又は振替高

23,225 14,393 ― ― 37,619 (37,619) ―

計 3,379,326 267,639 77,419 9,071 3,733,455 (37,619) 3,695,836

営業費用 3,298,104 274,326 19,869 739 3,593,039 90,976 3,684,016

営業利益又は 
営業損失(△)

81,222 △ 6,687 57,549 8,331 140,416 (128,595) 11,820



【所在地別セグメント情報】 

前中間連結会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結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17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結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16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

本邦以外の国又は地域に所在する連結子会社及び在外支店がないため、該当事項はありません。 

  

【海外売上高】 

前中間連結会計期間(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。 

  

当中間連結会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、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16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

海外売上高が連結売上高の10％未満のため、海外売上高の記載を省略しております。 

  



(１株当たり情報) 

  

 
(注) １株当たり中間純利益金額又は中間（当期）純損失金額の算定上の基礎は、以下のとおりであります。 

  

 
  

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(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 26,154円40銭 37,986円63銭 37,358円31銭

１株当たり中間純利益 
又は中間（当期）純損
失（△）

△1,314円73銭 724円51銭 △2,790円43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、新株予約権の残高は

ありますが、当社株式は非

上場であり、かつ店頭登録

もしていないため、期中平

均株価が把握できませんの

で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、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につい

ては、1株当たり当期純損

失であり、また、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。

項目
前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

中間純利益又は中間(当
期)純損失(△)(千円)

△47,917 31,748 △110,590

普通株主に帰属しない 
金額(千円)

― ― ―

普通株式に係る中間純 
利益又は中間（当期）
純損失（△）(千円)

△47,917 31,748 △110,590

普通株式の期中 
平均株式数(株)

36,447 43,821 39,631

希薄化効果を有しない
ため、潜在株式調整後
１株当たり中間(当期)
純利益の算定に含めな
かった潜在株式の概要

新株予約権１種類(新株予

約権の数1,038個)。

新株予約権１種類(新株予

約権の数1,038個)。

新株予約権１種類(新株予約

権の数1,038個)。



(重要な後発事象) 

  

 
  

前中間連結会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間連結会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前連結会計年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当社株式は、株式会社名古屋証券取

引所の承認を得て平成16年10月28日

にセントレックス市場に上場してお

ります。

 上場に当り、平成16年9月29日お

よび平成16年10月8日開催の取締役

会において、新株式の発行を決議

し、平成16年10月27日に払込が完了

致しました。

 この結果、平成16年10月27日付で

資本金は771,632千円、発行済株式

総数は、43,947株となっておりま

す。

 その概要は次のとおりでありま

す。

①募集方法  ブックビルディング

方式による一般募集

②発行新株式 普通株式 7,500株

③発行価格  1株につき110,000円

       一般募集はこの価格

にて行いました。

④引受価額  1株につき101,200円

       この価額は当社が引

受人より1株当りの

新株式払込金として

受け取った金額であ

ります。

       なお、発行価格と引

受価額との差額の総

額は、引受人の手取

金になります。

⑤発行価額  1株につき76,500円

    （資本組入額 38,250円）

⑥発行価額の総額  573,750千円

⑦払込金額の総額  759,000千円

⑧資本組入額の総額 286,875千円

⑨払込期日  平成16年10月27日

⑩配当起算日 平成16年10月1日

⑪資金の使途 新規店舗の出店資金

や生産設備拡充のた

めの設備投資資金

                                                 



(2) 【その他】 

①当社が経営権を引継ぐ以前である民事再生手続開始申請時に締結した業務委託契約に関して、朝日監

査法人（現 あずさ監査法人）を原告、株式会社洋菓子のヒロタを被告とした業務委託報酬請求訴訟が平

成15年9月から係属しております。 

原告は被告が民事再生手続開始の申請をした際の、スポンサー等の選定、被告が受ける買収調査の際の

支援、スポンサー等との基本合意契約に係る助言・支援等の財務アドバイザリ業務に係る業務委託報酬と

して、47,250千円の支払を求めています。当社グループとしては、業務委託契約書で合意した内容及び時

間の役務の提供を受けておらず、上記報酬金額は不相当に高額であると判断しております。今回の朝日監

査法人（現 あずさ監査法人）との契約は㈱洋菓子のヒロタが民事再生手続開始を申請した際の，スポン

サー等の選定，買収調査等の支援，スポンサー等との基本合意契約に係る助言・支援等の財務アドバイザ

リ業務に係る業務委託契約であります。当社グループとして、適正な報酬額を算出するにあたり、一般的

なＭ＆Ａ等に係る業務委託契約において発生する費用に基づき報酬額を算定いたしました。その結果、

10,500千円程度が妥当であると判断し、同金額については、支払いを予定しております。しかし、裁判所

がどのように判断を下すかを現時点で判断することは困難であります。なお、当社グループが敗訴した場

合、当社及び当社連結の業績に対する影響は最大47,250千円であります。また、最大額を支払った場合、

民事再生手続にかかる弁済及び事業運営に影響が出る可能性があります。その際、必要とあらば、当社か

ら㈱洋菓子のヒロタに対し貸付を行ないます。 

②当社の子会社である株式会社洋菓子のヒロタの退職金支払に関して、元取締役ら３名を原告、株式会

社洋菓子のヒロタを被告とした退職金一括支払請求訴訟が、平成15年11月から係属しております。元取締

役ら３名は、経営者として、民事再生計画承認以後の退職者に対し民事再生計画に沿った退職金の分割払

いのお願いを従業員に説明説得する立場にいましたが、平成15年3～4月に退職した後、自らの退職金

12,004千円の支払方法に関しては、被告からの分割払い要請を拒否し、一括支払を求めています。当社グ

ループとしては、原告の請求は分割払いを受け入れた他の従業員との公平・平等の原則を害し、かつ禁反

言の原則からも、権利の濫用と言え一括払いに応ずる義務はないと判断しております。平成17年４月神戸

地方裁判所で第一審判決があり、原告の請求はいずれも棄却されましたが、原告は控訴しており最終的に

裁判所がどのような判断を下すか現時点で判断することは困難であります。 

尚、本訴訟の争点は、退職金の支払義務が一括か分割かという点にあるので、元取締役ら３名の退職金

債務12,004千円は既に損益に計上済にて、敗訴の場合でも㈱洋菓子のヒロタ及び当社連結の業績に対する

影響はありません。 

③前連結会計年度末にあげておりました、当社がシューファクトリー事業のフランチャイズ権の販売時

に締結したエリアフランチャイズ権譲渡契約に関して、サンカンパニー有限会社が原告であり、当社を被

告とした不当利益金還元請求訴訟につきまして、平成15年8月から係属しておりましたが、当中間連結会

計期間におきまして、当社の勝訴が確定いたしました。当社の勝訴に伴い、最大で26,250千円の支払い懸

念がなくなり、当社及び当社連結の業績に対する影響は消滅いたしました。 

  



２ 【中間財務諸表等】 

(1) 【中間財務諸表】 

① 【中間貸借対照表】 

  

 
  

前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17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

１ 現金及び預金 157,519 755,327 872,722

２ 売掛金 15,367 11,073 18,580

３ たな卸資産 11 13 25

４ その他 ※3 39,956 48,016 12,660

流動資産合計 212,854 17.4 814,430 45.7 903,988 48.5

Ⅱ 固定資産

１ 有形固定資産

(1) 建物 ※1 261,918 302,425 307,435

  減価償却累計額 34,078 227,839 50,756 251,668 45,958 261,476

(2) 工具・器具及び 
  備品

64,369 71,421 73,208

  減価償却累計額 29,389 34,980 41,433 29,988 36,249 36,959

(3) 土地 ※1 214,031 216,218 216,218

有形固定資産合計 476,851 39.0 497,875 28.0 514,653 27.6

２ 無形固定資産 16,436 1.3 2,506 0.1 10,566 0.5

３ 投資その他の資産

(1) 投資有価証券 17,664 56,903 33,611

(2) 関係会社株式 393,673 443,673 443,673

(3) 出資金 72,744 ― ―

(4) その他 33,220 45,835 38,774

  投資評価引当金 ― △80,000 △80,000

投資その他の 
資産合計

517,302 42.3 466,412 26.2 436,058 23.4

固定資産合計 1,010,590 82.6 966,794 54.3 961,278 51.5

資産合計 1,223,444 100.0 1,781,224 100.0 1,865,266 100.0



 
  

前中間会計期間末

(平成16年９月30日)

当中間会計期間末

(平成17年９月30日)

前事業年度 
要約貸借対照表 
(平成17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

１ 1年以内返済予定 
  長期借入金

※1 68,196 68,196 68,196

２ 未払金 22,657 16,281 33,329

３ 未払法人税等 2,109 2,193 6,306

４ その他 ※3 19,555 17,497 10,466

流動負債合計 112,518 9.2 104,168 5.9 118,297 6.3

Ⅱ 固定負債

１ 長期借入金 ※1 213,822 145,626 179,724

２ その他 5,629 800 800

固定負債合計 219,451 17.9 146,426 8.2 180,524 9.7

負債合計 331,969 27.1 250,594 14.1 298,821 16.0

(資本の部)

Ⅰ 資本金 484,757 39.6 771,632 43.3 771,632 41.4

Ⅱ 資本剰余金

１ 資本準備金 374,750 646,875 846,875

 ２ その他資本剰余金 ― 200,000 ―

資本剰余金合計 374,750 30.7 846,875 47.5 846,875 45.4

Ⅲ 利益剰余金

１ 中間未処分利益又は
中間(当期)未処理損失
（△）

22,924 △ 71,535 △ 53,306

利益剰余金合計 22,924 1.9 △ 71,535 △ 4.0 △ 53,306 △ 2.9

Ⅳ その他有価証券 
  評価差額金

9,042 0.7 5,979 0.3 1,243 0.1

Ⅴ 自己株式 ― ― △ 22,321 △ 1.2 ― ―

資本合計 891,475 72.9 1,530,630 85.9 1,566,445 84.0

負債及び資本合計 1,223,444 100.0 1,781,224 100.0 1,865,266 100.0



② 【中間損益計算書】 

  

 
  

前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間

(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
要約損益計算書

(自 平成16年４月１日
至 平成17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 188,244 100.0 181,816 100.0 413,113 100.0

Ⅱ 売上原価 82,114 43.6 81,006 44.6 176,910 42.8

売上総利益 106,129 56.4 100,809 55.4 236,202 57.2

Ⅲ 販売費及び一般管理費 75,664 40.2 114,288 62.8 158,349 38.3

営業利益又は営業損
失（△）

30,465 16.2 △ 13,478 △ 7.4 77,853 18.9 

Ⅳ 営業外収益

 １ 受取利息 93 158 227

 ２ 受取配当金 3,717 4,820 3,747

 ３ その他 507 4,318 2.3 182 5,161 2.8 2,963 6,938 1.7 

Ⅴ 営業外費用

 １ 支払利息 2,521 2,409 5,275

 ２ 投資事業組合損失 371 53 ―

 ３ その他 5,563 8,456 4.5 255 2,717 1.5 41,950 47,226 11.5 

経常利益又は経常損
失（△）

26,327 14.0 △ 11,034 △ 6.1 37,565 9.1 

Ⅵ 特別利益

 １ 貸倒引当金戻入益 912 ― 912

 ２ 投資有価証券売却益 ― 1,039 869

 ３ その他 ― 912 0.5 280 1,319 0.7 ― 1,781 0.4

Ⅶ 特別損失

 １ 固定資産除却損 ※1 12,648 ― 13,766

 ２ 投資有価証券評価損 ― ― 1,616

 ３ 店舗撤退損 10,393 1,160 11,483

 ４ 減損損失 ※3 ― 17,158 ―

 ５ 投資評価引当金繰入 ― ― 80,000

 ６ その他 212 23,253 12.4 2,805 21,123 11.6 212 107,078 25.9 

税引前中間純利益又
は税引前中間（当
期）純損失（△）

3,985 2.1 △ 30,838 △ 17.0 △ 67,730 △ 16.4

法人税、住民税 
及び事業税

1,844 481 8,086

法人税等調整額 △207 1,636 0.9 △ 13,090 △ 12,609 △ 7.0 △ 1,935 6,151 1.5 

中間純利益又は中間
（当 期）純 損 失
（△）

2,349 1.2 △ 18,229 △ 10.0 △ 73,881 △ 17.9

前期繰越利益 20,575 △ 53,306 20,575

中間未処分利益又は
中間（当期）未処理
損失（△）

22,924 △ 71,535 △ 53,306



中間財務諸表作成の基本となる重要な事項 

  

 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

１ 資産の評価基準及

び評価方法

（1）子会社株式及び関連

会社株式

 移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。

（1）子会社株式及び関連
会社株式

同左

（1）子会社株式及び関連

会社株式

同左

（2）有価証券
  その他有価証券
  時価のあるもの

 中間決算日の市場価
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)を採用し
ております。

(2) 有価証券
 その他有価証券
 時価のあるもの

同左

(2) 有価証券
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等

に基づく時価法(評価
差額は全部資本直入法
により処理し、売却原
価は移動平均法により
算定)を採用しており
ます

時価のないもの 

 移動平均法による原

価法を採用しておりま

す。
 ――――――――

時価のないもの

同左

 なお、投資事業有限

責任組合及びそれに類

する組合への出資（証

券取引法第2条第2項に

より有価証券とみなさ

れるもの）について

は、組合契約に規定さ

れる決算報告日に応じ

て入手可能な最近の決

算書を基礎とし、持分

相当額を純額で取り込

む方法によっておりま

す。

時価のないもの

同左

同左

(3) たな卸資産

商品・貯蔵品

 最終仕入原価法を採

用しております。

(3) たな卸資産

同左

(3) たな卸資産

同左

２ 固定資産の減価償

却の方法

(1) 有形固定資産

 定率法によっており

ます。但し、建物(附

属設備を除く)につい

ては、定額法を採用し

ております。なお、耐

用年数については、法

人税法に規定する方法

と同一の基準によって

おります。

(1) 有形固定資産

同左

(1) 有形固定資産

同左

(2) 無形固定資産

 定額法によっており

ます。なお、自社利用

のソフトウェアは、社

内における利用可能期

間(５年)に基づいてお

ります。なお、償却年

数については、法人税

法に規定する方法と同

一の基準によっており

ます。

(2) 無形固定資産

同左

（2）無形固定資産

同左



 
  

項目
前中間会計期間

(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

３ 引当金の計上基準 （1）貸倒引当金
 売上債権、貸付金等
の貸倒による損失に備
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勘
案し回収不能見込額を
計上しております。

（1）貸倒引当金

同左

（1）貸倒引当金

同左

―――――――――― （2）投資評価引当金
子会社への投資に対

する損失に備えるた
め、その資産内容等を
勘案して必要と認めら
れる金額を計上してお
ります。

（2）投資評価引当金    
    同左

４ その他中間財務諸

表(財務諸表)作成

のための重要な事

項

(1) 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。

(1) 消費税等の会計処理

同左

(1) 消費税等の会計処理

同左



会計処理の変更 

  

 
  

前中間会計期間 当中間会計期間 前事業年度

（自 平成16年４月１日 （自 平成17年４月１日 （自 平成16年４月１日

    至 平成16年９月30日）     至 平成17年９月30日）   至 平成17年３月31日）

                          （固定資産の減損に係る会計基準）                                 
  「固定資産の減損に係る会計基
準」（「固定資産の減損に係る会計
基準の設定に関する意見書」）（企
業会計審議会 平成14年8月9日））
及び「固定資産の減損に係る会計基
準の適用指針」（企業会計基準委員
会 平成15年10月31日 企業会計基
準適用指針第6号）を当中間会計期
間から適用しております。     
この結果、特別損失が17,158千円増
加し、税引前中間純損失が17,158千
円増加しております。 
 なお、減損損失累計額について
は、改正後の中間財務諸表等規則に
基づき当該各資産の金額から直接控
除しております。          



表示方法の変更 

  

 
  

前中間会計期間 当中間会計期間

       （自 平成16年４月１日      （自 平成17年４月１日

 至 平成16年９月30日） 至 平成17年９月30日）

                                     （中間貸借対照表）

               

「証券取引法等の一部を改正する法律」(平成16年法
律第97号）が平成16年6月9日に公布され、平成16年12月
1日より適用となること及び「金融商品会計に関する実
務指針」（会計制度委員会報告第14号）が平成17年2月
15日付で改正されたことに伴い、当中間会計期間から投
資事業有限責任組合及びそれに類する組合への出資（証
券取引法第2条第2項により有価証券とみなされるもの）
を投資有価証券として表示する方法に変更いたしまし
た。
なお、当該出資の額は、前中間会計期間には投資その
他の資産の「出資金」に72,744千円計上されていました
が、当中間会計期間には投資その他の資産の「投資有価
証券」に7,806千円計上されています。



追加情報 

  

 
  

注記事項 

(中間貸借対照表関係) 

  

 
  

前中間会計期間
(平成16年９月30日)

当中間会計期間
(平成17年９月30日)

前事業年度 
(平成17年３月31日)

１ 外形標準課税 

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第9号）が平成

15年3月31日に公布され、平成16年4

月1日以降に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当中間会計期間から「法人

事業税における外形標準課税部分の

損益計算書上の表示についての実務

上の取扱い」（平成16年2月13日

企業会計基準委員会 実務対応報告

第12号）に従い法人事業税の付加価

値割及び資本割については、販売費

及び一般管理費に計上しておりま

す。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が1,004千円増加し、営業利益、経

常利益及び税引前中間純利益がそれ

ぞれ1,004千円減少しております。

    ――――――――
１ 外形標準課税       

 「地方税法等の一部を改正する法

律」（平成15年法律第9号）が平成

15年3月31日に公布され、平成16年4

月1日以降に開始する事業年度より

外形標準課税制度が導入されたこと

に伴い、当事業年度から「法人事業

税における外形標準課税部分の損益

計算書上の表示についての実務上の

取扱い」（平成16年2月13日 企業

会計基準委員会 実務対応報告第12

号）に従い法人事業税の付加価値割

及び資本割については、販売費及び

一般管理費に計上しております。 

 この結果、販売費及び一般管理費

が3,660千円増加し、営業利益及び

経常利益がそれぞれ3,660千円減少

し、税引前当期純損失が3,660千円

増加しております。

前中間会計期間末
(平成16年９月30日)

当中間会計期間末
(平成17年９月30日)

前事業年度末 
(平成17年３月31日)

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次の

とおりであります。

建物 118,812千円

土地 214,031千円

合計 332,843千円

※１ 担保資産及び担保付債務

担保に供している資産は次の

とおりであります。

建物 139,820千円

土地 216,218千円

合計 356,038千円

※１ 担保資産及び担保付債務

 担保に供している資産は次

のとおりであります。

建物 129,114千円

土地 216,218千円

合計 345,332千円

担保付債務は次のとおりであ

ります。

１年以内返済 

予定長期借入金
68,196千円

長期借入金 213,822千円

合計 282,018千円

担保付債務は次のとおりであ

ります。

１年以内返済 

予定長期借入金
68,196千円

長期借入金 145,626千円

合計 213,822千円

担保付債務は次のとおりであ

ります。

１年以内返済 

予定長期借入金
68,196千円

長期借入金 179,724千円

合計 247,920千円

 ２ 保証債務

子会社のリース契約に対し、

債務保証を行っている。

㈱リテイルネッ
ト

15,456千円

 ２ 保証債務

子会社のリース契約に対し、

債務保証を行っている。

㈱リテイルネッ
ト

1,641千円

 ２ 保証債務

子会社のリース契約に対し、

債務保証を行っている。

㈱リテイルネッ
ト

7,164千円

※３ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動資産の

「その他」に含めて表示してお

ります。

※３ 消費税等の取扱い

仮払消費税等及び仮受消費税

等は、相殺のうえ、金額的重要

性が乏しいため、流動負債の

「その他」に含めて表示してお

ります。

※３ ――――――――――



(中間損益計算書関係) 

  

 
  

  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

 

※１ 固定資産除却損

建物 12,648千円

計 12,648千円

 
 

   ―――――――――― 

 
 

※１ 固定資産除却損

建物 13,766千円

計 13,766千円

 

 

 ２ 減価償却実施額

有形固定資産 15,323千円

無形固定資産 5,869千円

計 21,193千円
 

 ２ 減価償却実施額 

有形固定資産 16,980千円

無形固定資産 3,659千円

計 20,639千円
 

 ２ 減価償却実施額

有形固定資産 34,064千円

無形固定資産 11,739千円

計 45,804千円

   ――――――――――

 

 

 

※３ 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
金額 

（千円）

本 社 事業用資産 営業権 4,400

東京都 

品川区
店舗 建物等 2,108

東京都 

新宿区
店舗 建物等 6,866

兵庫県 

神戸市
店舗 建物 3,783

（経緯）
上記事業用資産は、シューファクト
リーの営業権でありますが、シュー
ファクトリー事業は現在営業損失で
あり、収益性の回復には時間が掛か
ると判断したため、減損損失を認識
いたしました。また、店舗につきま
しては、収益性が著しく低下してお
り今後も経常的な損失が予想される
店舗について、減損損失を認識いた
しました。 
（減損損失の金額）

種類
金額 

（千円）

営業権 4,400

建物 11,330

工具器具備品 1,427

合計 17,158

（グルーピングの方法）
原則として事業部別に区分し、ヒロ
タ事業及びシューファクトリー事業
については、店舗単位としておりま
す。また、将来の使用が見込まれて
いない遊休資産については、個々の
物件単位としております。
（回収可能額の算定方法等）
正味売却価額により測定しており、
合理的な見積りに基づいて評価して
います。

   ――――――――――

 



(リース取引関係) 

前中間会計期間(自 平成16年４月１日 至 平成16年９月30日) 

当社は、リース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。 

  

当中間会計期間(自 平成17年４月１日 至 平成17年９月30日) 

当社は、リース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。 

  

前事業年度(自 平成16年４月１日 至 平成17年３月31日) 

当社は、リース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。 

  

(有価証券関係) 

前中間会計期間末（平成16年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

当中間会計末（平成17年９月30日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  

前事業年度末（平成17年３月31日） 

子会社株式及び関連会社株式で時価のあるものは、ありません。 

  



(１株当たり情報) 

中間連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。 

  

  



(重要な後発事象) 

  

 
  

前中間会計期間
(自 平成16年４月１日
至 平成16年９月30日)

当中間会計期間
(自 平成17年４月１日
至 平成17年９月30日)

前事業年度
(自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日)

当社株式は、株式会社名古屋証券取

引所の承認を得て平成16年10月28日

にセントレックス市場に上場してお

ります。

 上場に当り、平成16年9月29日お

よび平成16年10月8日開催の取締役

会において、新株式の発行を決議

し、平成16年10月27日に払込が完了

致しました。

 この結果、平成16年10月27日付で

資本金は771,632千円、発行済株式

総数は、43,947株となっておりま

す。

 その概要は次のとおりでありま

す。

①募集方法  ブックビルディング

方式による一般募集

②発行新株式 普通株式 7,500株

③発行価格  1株につき110,000円

       一般募集はこの価格

にて行いました。

④引受価額  1株につき101,200円

       この価額は当社が引

受人より1株当りの

新株式払込金として

受け取った金額であ

ります。

       なお、発行価格と引

受価額との差額の総

額は、引受人の手取

金になります。

⑤発行価額  1株につき76,500円

    （資本組入額 38,250円）

⑥発行価額の総額  573,750千円

⑦払込金額の総額  759,000千円

⑧資本組入額の総額 286,875千円

⑨払込期日  平成16年10月27日

⑩配当起算日 平成16年10月1日

⑪資金の使途 新規店舗の出店資金

や生産設備拡充のた

めの設備投資資金

    ――――――――    ――――――――



(2) 【その他】 

訴訟（当社勝訴の判決確定） 

前事業年度末にあげておりました、当社がシューファクトリー事業のフランチャイズ権の販売時に締

結したエリアフランチャイズ権譲渡契約に関して、サンカンパニー有限会社が原告であり、当社を被告

とした不当利益金還元請求訴訟につきまして、平成15年8月から係属しておりましたが、当中間会計期

間におきまして、当社の勝訴が確定いたしました。当社の勝訴に伴い、最大で26,250千円の支払い懸念

がなくなり、当社に対する影響は消滅いたしました。 



第６ 【提出会社の参考情報】 

当中間会計期間の開始日から半期報告書提出日までの間に、次の書類を提出しております。 

  

 
  

  

(1) 有価証券報告書
及びその添付書類

事業年度
(第６期)

自 平成16年４月１日
至 平成17年３月31日

平成17年６月28日
関東財務局長に提出。

(2) 
 
有価証券届出書の
訂正届出書

平成16年９月29日提出有価証券届出
書の訂正届出書である。

平成17年６月24日
関東財務局長に提出。 

(3) 
 
半期報告書の訂正
報告書

平成16年12月17日提出半期報告書の
訂正報告書である。

平成17年６月24日
関東財務局長に提出。 

(4) 
 
自己株券買付状況
報告書

平成17年９月12日及び
平成17年10月12日
関東財務局長に提出。



該当事項はありません。 

  

第二部 【提出会社の保証会社等の情報】



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月８日

２ １ Ｌ Ａ Ｄ Ｙ 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている２１ＬＡＤＹ株式会

社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年９

月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連

結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、２１ＬＡＤＹ株式会社及び連結子会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間

（平成１６年４月１日から平成１６年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 笹 本 憲 一 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 加賀美 弘 明 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月２２日

２ １ Ｌ Ａ Ｄ Ｙ 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている２１ＬＡＤＹ株式会

社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの連結会計年度の中間連結会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９

月３０日まで）に係る中間連結財務諸表、すなわち、中間連結貸借対照表、中間連結損益計算書、中間連結剰余金計算書及び中間連

結キャッシュ・フロー計算書について中間監査を行った。この中間連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独

立の立場から中間連結財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間連結財務諸表

には全体として中間連結財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理

的な保証を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われ

ている。当監査法人は、中間監査の結果として中間連結財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間連結財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間連結財務諸表の作成基準に準拠し

て、２１ＬＡＤＹ株式会社及び連結子会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態並びに同日をもって終了する中間連結会計期間

（平成１７年４月１日から平成１７年９月３０日まで）の経営成績及びキャッシュ・フローの状況に関する有用な情報を表示してい

るものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載のとおり、会社は当中間連結会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用して中間連結財務諸表を作

成している。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 笹 本 憲 一 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 加賀美 弘 明 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１６年１２月８日

２ １ Ｌ Ａ Ｄ Ｙ 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている２１ＬＡＤＹ株式会

社の平成１６年４月１日から平成１７年３月３１日までの第６期事業年度の中間会計期間（平成１６年４月１日から平成１６年９月

３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、２１Ｌ

ＡＤＹ株式会社の平成１６年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１６年４月１日から平成１６

年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 笹 本 憲 一 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 加賀美 弘 明 

      



独 立 監 査 人 の 中 間 監 査 報 告 書 

平成１７年１２月２２日

２ １ Ｌ Ａ Ｄ Ｙ 株 式 会 社 

取 締 役 会  御 中 

  

当監査法人は、証券取引法第193条の２の規定に基づく監査証明を行うため、「経理の状況」に掲げられている２１ＬＡＤＹ株式会

社の平成１７年４月１日から平成１８年３月３１日までの第７期事業年度の中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７年９月

３０日まで）に係る中間財務諸表、すなわち、中間貸借対照表及び中間損益計算書について中間監査を行った。この中間財務諸表の

作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から中間財務諸表に対する意見を表明することにある。 

当監査法人は、我が国における中間監査の基準に準拠して中間監査を行った。中間監査の基準は、当監査法人に中間財務諸表には

全体として中間財務諸表の有用な情報の表示に関して投資者の判断を損なうような重要な虚偽の表示がないかどうかの合理的な保証

を得ることを求めている。中間監査は分析的手続等を中心とした監査手続に必要に応じて追加の監査手続を適用して行われている。

当監査法人は、中間監査の結果として中間財務諸表に対する意見表明のための合理的な基礎を得たと判断している。 

当監査法人は、上記の中間財務諸表が、我が国において一般に公正妥当と認められる中間財務諸表の作成基準に準拠して、２１Ｌ

ＡＤＹ株式会社の平成１７年９月３０日現在の財政状態及び同日をもって終了する中間会計期間（平成１７年４月１日から平成１７

年９月３０日まで）の経営成績に関する有用な情報を表示しているものと認める。 

  

追記情報 

会計処理の変更に記載のとおり、会社は当中間会計期間から固定資産の減損に係る会計基準を適用して中間財務諸表を作成してい

る。 

  

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。 

  

以  上 

  

 （※）上記は、中間監査報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(半期報告書提出会社)が別途保

管しております。 

中 央 青 山 監 査 法 人 

  

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 笹 本 憲 一 

      

  
指 定 社 員
業務執行社員 

公認会計士 加賀美 弘 明 
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